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平成２６年度 

北海道教育大学附属函館中学校教育研究大会 

開 催 要 項 

 

1. 研 究 主 題：  「今、求められる２１世紀型の学力の育成を目指して」 

           ～教科・領域を横断した基礎力・思考力・実践力の向上～ 

 

2. 主     催： 国立大学法人北海道教育大学   北海道教育大学函館校地域連携センター 

 北海道教育大学附属函館中学校 

 

3. 後     援： 北海道教育委員会 函館市教育委員会 

 

4. 期     日： 平成２６年１０月３１日（金）・１１月１日（土） 

 

5. 会     場： 北海道教育大学附属函館中学校 

 

6. 日     程：  

 12:30   13:00  13:10     14:00  14:10      15:00   15:10       

受付 全体会 移動 公開授業Ⅰ 移動 公開授業Ⅱ 移動 教科別分科会 

 

 

 

 

 

 

 

全体会  （１２：３０～１３：００）＜体育館＞ 研究総論の説明 

 

授業公開Ⅰ  （１３：１０～１４：００） 

教 科 学級（授業場所） 授業者 単元・題材名 

国語 ３年Ｂ組（教室） 長谷川美栄子 
「パネルディスカッション」 

～立場の違う意見を聞き合おう！～ 

数学 ２年Ａ組（教室） 森  茂 之 
「内角の和を求める式の利用」 

～新たな図形の性質を式による説明を用いて説明する～ 

美術 １年Ｂ組（美術室） 冨 尾  拓 
「楽しく伝える」 

～愛情たっぷり函館弁当～ 

技術 ３年Ｃ組（教室） 松本  了祐  
「プログラムによる計測・制御」 

～アルゴリズムを利用したプログラミング～ 

 9:00   9:20    9:30            10:20   10:30               

受付 全体会 移動 
公開授業 

移動 
分科会・ 

ワークショップ （１年社会科） 

（３年数学科） 

8:40 12:00 

16:30 12:00 

１０月３１日（金） 

１１月１日（土） 



授業公開Ⅱ  （１４：１０～１５：００） 

教 科 学級（授業場所） 授業者 単元・題材名 

社会 ２年Ｃ組（教室） 郡司  直孝  
地理的分野「中部地方」 

～産業を中心とした考察～ 

理科 ２年Ｂ組（理科室） 金子  智和  
「セキツイ動物の出現と進化」 

～古代魚から探る進化～ 

英語 ３年Ｂ組（教室） 福留  志織  
「パネルディスカッション」 

～論理的な意見を交流し合おう～ 

保健体育 １年Ａ組（体育館） 朝 倉  潤 
「器械運動」 

～マット・跳び箱～ 

 

教科別分科会 （１５：１０～１６：３０） 

教科 テーマ 共同研究者 司会者 助言者 

国語 
「21 世紀型の学力を支える言語能力の育成」 

～各教科・領域と連携した言語活動の工夫・改善による 

            各教科・領域を横断する言語能力の向上～ 

内藤 一志 

（教育大学函館校教授）  

櫛田 朝子 

（函館市立桔梗中学校教諭）  

小田 浩平 

（渡島教育局義務教育指導班指導主事）  

社会 
「社会と関わる力の育成を目指してⅡ」 

～他者との協働による思考力・実践力の育成～ 

小笠原 学 

(函館市教育委員会指導主事)  

伊藤健太郎 

（附属函館中学校教諭）  

佐藤 雅博 

（函館市立赤川中学校教頭）  

数学 
「自ら数学を探究する生徒の育成を目指してⅡ」 

～問題解決能力の伸長と各教科・領域を横断した思考力の育成～ 

池田  正 

（教育大学函館校准教授） 

石郷岡 卓 

（函館市立恵山中学校教諭）  

毛利 繁和 

（函館市立本通中学校長） 

理科 
「科学的な問題解決能力の育成を目指してⅡ」 

～各教科・領域と連携し問題解決能力の伸長を目指した 

思考力・実践力の育成～ 

田中 邦明 

（教育大学函館校教授）  

池田 忠寛 

（函館市立深堀中学校教諭）  

小棚木こずえ 

（函館市教育委員会指導主事）  

加賀  亨 

（函館市立桐花中学校教頭）  

美術 
「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」 

～各教科・領域を横断した，汎用的な思考力の育成～ 

橋本 忠和 

（教育大学函館校教授）  

九千房政光 

（北斗市立浜分中学校教諭）  

仲井 靖典 

（函館市立潮見中学校教頭）  

保健

体育 

「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指してⅡ」 

～各教科・領域と連携した生徒の主体的な学習における 

思考力・実践力の育成～ 

新開谷 央 

（教育大学岩見沢校教授） 

安宅  聖 

（函館市立亀田中学校教諭）  

三觜 徳久 

（函館市立北中学校長）  

技術

家庭 

「変化し続ける社会に生きて働く力の育成」 

～各教科・領域と関連づけた問題解決による 

思考力・実践力の向上～ 

金光 秀雄 

（教育大学函館校教授）  

小田桐 智 

（函館市立的場中学校教諭）  

里館 幹彦 

（渡島教育局義務教育指導班指導主事）  

英語 
「21世紀型の学力を支える実践的英語力の育成」 

～次の学びへの意欲を引き出す教科横断的授業の構築～ 

上山 恭男 

（教育大学函館校教授）  

平石 暁史 

（附属函館中学校教諭）  

森島 克久 

（渡島教育局義務教育指導班指導主事）  

安達 克佳 

（函館市立旭岡中学校長）  

 

2 日目授業公開  （９：３０～１０：２０） 

教 科 学級（授業場所） 授業者 単元・題材名 

社会 １年Ｃ組（教室） 伊藤 健太郎 
歴史的分野「     」 

～       ～ 

数学 ３年Ａ組（教室） 
奥崎  敏之  

大山  裕之  
「古代粘土板の秘密（課題学習）」 

社 会 社会を実感できる授業を目指してⅧ 阿部 智子 

小笠原 学 

(函館市教育委員会指導主

事) 

中田 宗男 

（函館市立椴法華中学校教

諭） 

濵野  清 

（文部科学省教科調査官／国立 

教育政策研究所教育課程調査官） 

数 学 
思考力・判断力・表現力の育成を目指した 

学習評価の工夫Ⅱ 

大山 裕之 

森  茂之 

池田  正 

（教育大学函館校准教

授） 

石郷岡 卓 

（函館市立恵山中学校教

諭） 

田中 賢一 
  (渡島教育局義務教育指導班

主査） 
中谷  満 

（函館市立大川中学校長） 

理 科 
科学的な思考力・表現力を育むための指導と評

価 

田中 幸樹 

松下  賢 

松木 貴司 

（教育大学函館校教

授） 

村井 雄一 

（函館市立本通中学校教

諭） 

吉田  稔 
（函館市立尾札部中学校

長） 

音 楽 

音楽的な感受を支えに，豊かに音楽表現し， 

聴き深める生徒の育成 

～言語活動を通した思考力・判断力・表現力の 

評価について～ 

嶋田  歩 ― 

三上  和宏 

（函館市立日新中学校教

諭） 

笠島 美教 

(函館市立宇賀の浦中学校教

頭) 

美 術 

学びの深まりが自覚できる美術の 

学習指導を目指して 

～思考・判断し，表現する力に関する評価の工夫～ 

冨尾  拓 

相田 幸男 

（教育大学函館校教

授） 

佐々木壮一 

（函館市立深堀中学校教

諭） 

西岡 裕英 
（渡島教育局指導主事） 

仲井 靖典 
（函館市立鱒川小中学教

頭） 

保 健 

体 育 

知識を活用させ，思考力・判断力を育む 

学習指導の工夫 

～言語活動を重視した学習指導の取組～ 

朝倉  潤 

奥田 知靖 

（教育大学岩見沢校講

師） 

安宅  聖 

（函館市立亀田中学校教

諭） 

小関 文雄 

（檜山教育局教育支援課

長） 

技術 

実践的・体験的な学習活動を通して， 

より深く学ぶことのできる生徒の育成Ⅳ 

～思考力を深める学習活動と評価～ 

張石 卓司 

阿部 二郎 

（教育大学函館校准教

授） 

小田桐 智 

（函館市立的場中学校教

諭） 

里舘 幹彦 

(渡島教育局指導主事) 

外国語 

生徒一人一人の学習状況を的確に把握する 

評価方法の研究Ⅱ 

～「話すこと」「書くこと」の学習指導の工夫を通

して～ 

宮野  健 

福留 志織 

上山 恭男 

（教育大学函館校教

授） 

寺崎 歩 

（函館市立深掘中学校教

諭） 

田中 登 

(函館市教育委員会指導主事) 

安達 克佳 
（函館市立銭亀沢中学校長） 



 



巻頭言 

 

 

北海道教育大学附属函館中学校長    羽 根 田 秀 実 

 

 皆様には、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より本校の教育、

研究活動に対し、多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本校はこれまで、平成 20年度より 22年度までの 3年間、「新学習指導要領の趣旨を実現

する教育の展開」という主題で、また、平成 23・24年度の２年間、国立教育政策研究所の

研究指定を受け、学習評価に関する研究・実践に取り組んでまいりました。これまでの本

校の研究・実践に対し、皆様から様々な時と場において懇切丁寧なご指導・ご助言を賜り

ましたこと、深く感謝申し上げます。 

 今年度は、昨年から取り組んでまいりました「今、求められる 21世紀型の学力の育成を

目指して」という研究主題を継続しながら、研究副主題として「教科・領域を横断した基

礎力・思考力・実践力の向上」をテーマに、研究・実践に取り組んでまいりました。研究・

実践をすすめるにあたり、１．認知プロセスを取り入れた思考力の育成、２．効果的な ICT

の活用、３．問題解決能力・課題発見能力の育成、という３つの観点を設定し、これらの

観点から授業改善のための取り組みを進めてまいりました。 

 公開授業や分科会においては、これまでの私たちの取り組みの成果を皆様にご報告し、

共有することができればと考えております。同時にまた、この機会に、多くの方々から、

私たちの取り組みに対する忌憚のないご意見やご批正をいただくことができれば幸いに存

じます。皆様からいただいたご意見・ご批正をもとに、さらに私たちの研究・実践を、深

化・発展させていくことができるよう努めてまいりたいと考えております。 

 最後になりましたが、教科別分科会で助言者・司会者・共同研究者として、ご指導・ご

助言そして司会の労をおとりいただく諸先生に対し、心より感謝と御礼を申し上げます。

また、本研究大会の開催にあたりご後援を賜りました北海道教育委員会並びに函館市教育

委員会に対し深く感謝申し上げます。今後とも、本校の教育研究活動にご理解とご協力を

賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 

 

平成 26年 10月 



 
 

 

研 究 総 論 



 

 

「今，求められる 21世紀型の学力の育成を目指して」 

～教科・領域を横断した基礎力・思考力・実践力の向上～ 

（ 文部科学省 「消費者教育推進のための調査研究事業」 委託校） 

 

１ 研究主題 

（１）主題設定の理由 

  ア 教育を取り巻く状況 

21世紀は，新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ，社会のあらゆる領域での活動の

基盤として飛躍的に重要性を増す，いわゆる「知識基盤社会」の時代であると言われている。このよ

うな知識基盤社会の時代においては，今後も情報技術の進歩がさらに加速を続け，国境を越えた情報

の共有，蓄積，吟味が可能になり，知識の構築，刷新速度も速まることが予測される。このような目

まぐるしく変化するこれからの社会を生きていくためには，眼前の問題を自らの課題としてとらえ，

よりよく解決していこうとする資質や能力が求められる。 

教育界においても，教育基本法の中で｢豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期すること，伝

統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進すること」が掲げられている。また，学習指導要領

において，小・中学校では「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させること，思考力・判断

力・表現力その他の能力を育むこと，主体的に学習に取り組む態度を養うこと，個性を生かす教育の

充実に努めること」が，高等学校では，これらに加えて「創造的な能力を高めること」や「創造性の

基礎を養うこと」など，創造性が重要であることが各教科で掲げられている。 

これらの目指すべき姿に対し具体的な指針として，平成 25年 4月に中央教育審議会から「第 2期教

育振興基本計画について（答申)」が示された。この中で，今後の社会の方向性として，成熟社会に適

合し，知識を基盤とする自立，協働，創造モデルとしての生涯学習社会を実現していくことが掲げら

れている。そして，その実現に向けて各学校段階を貫く視点が設定されている。例えば，社会を生き

抜く力の育成については，幼稚園から高等学校までの段階では生きる力の確実な育成を，次に，大学

からの段階では課題探求能力の修得を，そして，生涯全体に渡って自立，協働，創造に向けた力の修

得を目指している。このように各学校の成長段階を通じて，自立，協働，創造に向けた力を身に付け

させていくことが求められている。 

このような現状を踏まえると，これからの社会においては，学校で学んだ知識や技能を定型的に適

用して解ける問題だけではなく，問題に直面した時点で，集められる情報や知識を入手し，それを統

合して新しい答えを作り出す力が必要とされるであろう。そのためには従来の教科の学習を基盤とし

て，それを超えて獲得し得る「資質・能力」がより一層重要視される。 

 

 

 

 

 

 



 

 

○問題解決能力  ○判断力  ○コミュニケーション能力  ○視野の広い社会性 

○倫理観     ○協調性  ○主体的な行動  ○発想の柔軟さ    ○豊かな心 

○基礎的・基本的な知識・技能 ○情報活用能力  ○忍耐力       ○意志力 

○学校での学習と生活や文化とを結び付けていく力 ○自己を見つめる力  ○学ぶ姿勢 

 

図１ 第 2期教育振興基本計画における各論の概要（一部抜粋） 

出所：文部科学省ホームページ

(http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/06/20/1336379_01_1.pdf) 

 

 

イ 生徒の実態 

平成 25 年度の研究主題設定の際に，教師がどのような願いをもっているのかを知るために本校教

職員によるブレーンストーミングを行った。今後の教育の中で，本校の生徒にとってどのような力を

育んでいく必要があるのかを話し合い，研究の柱を探っていこうと考え，そこで出された意見は次の

ようなものであった。 

 

 

 

 

 

 これらを見ると，これからの社会をたくましく生きるのに必要な力を身に付けさせたいという教師

の願いが多く出されており，学習し体得した「学力」が，この能力を高めるに止まらず，社会や世界

といった中で生かされることを願っていると言える。 

 

ウ これまでの研究の経緯 

平成 20年度から 3年間は，研究主題を「新学習指導要領の趣旨を実現する教育の展開」として，言

語活動に注目した教科指導の充実を中心として研究を進めてきた。知識・技能を活用する学習活動の

充実のため，各教科等においては，記録，要約，説明，論述といった言語の能力を基盤とした学習活

動に取り組む必要性を研究してきた。また，平成 24年度には研究主題を，「言語活動を通した思考力・

判断力・表現力の評価についての組織的な取り組み」として，見えにくい学力とされる思考力・判断

力・表現力を言語活動を通していかに評価すべきか，パフォーマンス評価等を取り入れながら，工夫・



 

 

開発を行ってきた。 

さらに平成 22 年度には，「新学習指導要領の全面実施を見据えた教育課程の編成」を副主題に，1

年間を 4 期に分け，カリキュラム評価を実施することで，教育課程の質的深化を図り，教育課程の適

切な編成を図ることができた。これらの研究成果を基盤に，本校の教育目標と社会の状況や教育的課

題を重ね合わせてみると，変化の激しい行先不透明な社会の中，課題意識を持ち，人間的でしかもた

くましく生き抜く力をもった生徒の育成が急務であると考えられる。まさにこの 21世紀に必要な学力

をどのようにして身に付けさせていくのかを研究する必要がある。 

そこで，平成 25年度より研究主題を「今，求められる 21世紀型の学力の育成を目指して」と設定

した。今年度はその 2年次目にあたる。 

 

２ 主題・副主題のとらえ 

（１） 21世紀型の学力について 

本研究において，21世紀型の学力を「社会を生き抜く力を備えた，未来への飛躍を実現する人材と

しての資質や能力」と定義した。文部科学省による「生きる力」とは，「変化の激しいこれからの社会

を生きるために，確かな学力，豊かな心，健やかな体の知・徳・体をバランスよく育てること」であ

り，国立教育政策研究所のプロジェクト研究「教育課程の編成に関する基礎的研究」によると，この

生きる力を実効的に獲得するために，教科等横断的に育成が求められる資質や能力を「基礎力」「思考

力」「実践力」の三層で構成し，「21世紀を生き抜く力をもった市民」としての日本人に求められる能

力として，教育活動で育成していく必要があるとしており，本校でも，この 3つの力を育成すること

により，21世紀型の学力の育成が図られると考え，研究の支柱とした。国立教育政策研究所による「社

会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本原理」によると，「思考力」，「基礎力」，

「実践力」は次のように説明されており，本校においても同様のとらえをして，研究を進めることと

した。 

 

「思考力」とは，「一人ひとりが自ら学び判断し自分の考えを持って，他者と話し合い，考えを比較

して統合し，よりよい解や新しい知識を創り出し，さらに次の問いを見つける力」であり，問題の解

決や発見，アイデアの生成に関わる問題解決・発見力・創造力，その過程で発揮され続ける論理的・

批判的思考力，自分の問題の解き方や学び方を振り返るメタ認知，そこから次に学ぶべきことを探す

適応的学習力等から構成されるものである。 

「基礎力」とは思考力を支える力で，「各教科で獲得した基礎的・基本的な知識・技能および，それ

らを使いこなす資質・能力」であり，それらの資質・能力はもちろん，技術革新を背景に，ＩＣＴ化

が著しく進む今日において，情報（ＩＣＴ）を使いこなす能力も不可欠であり，情報スキルも，基礎

力として位置付けている。 

「実践力」とは，思考力の使い方を方向づける力で，「日常生活や社会，環境の中に問題を見つけ出

し，自分の知識を総動員して，自分やコミュニティ，社会にとって価値ある解を導くことができる力，

さらに解を社会に発信し協調的に吟味することを通して他者や社会の重要性を感得できる力」であり，

自分の行動を調整し，生き方を主体的に選択できるキャリア設計力，他者と効果的なコミュニケーシ

ョンをとる力，協力して社会づくりに参画する力，倫理や市民的責任を自覚して行動する力などを含

んでいるものである。１） 

    



 

 

（２） 研究副主題設定について 

昨年度，21世紀型の学力の育成を様々な方向から研究を進めてきた結果，「身につけた知識・技能を

活用する学習活動の工夫・改善に努めてきたが，課題発見能力や問題解決能力の育成をしていく中で，

知識・技能をさらに確実なものとして定着することはできているが，実生活に直面する問題の解決に

生かせていない。」という課題が，各教科の反省等から明らかになった。「何を知っているか」だけで

はなく，実生活で問題に直面したときに，「獲得した知識・技能を利用して，何ができるか」が必要で

あり，獲得した知識・技能を社会に生きて働く力として育成していく事が必要である。それこそがま

さに，教科・領域等にこだわらず，21世紀に求められる資質・能力であると考え，副主題を「教科・

領域を横断した基礎力・思考力・実践力の向上」とした。 

 

（３） 研究全体図 

図２ 本校における研究の全体図 

研究計画の全体構造・年次計画 

 

  

○強い意志を持ち，自主的に行動し，創造性に富む生徒の育成 
○心身ともに健康で明るく，情操豊かな生徒の育成 
○知性を磨き，審理を愛し，自ら努力する生徒の育成 
○学校や郷土を愛し，よりよい社会の建設に協力できる生徒の育成 

 

 
・夢や希望を持ち，その実現に向けて努力する生徒 
・基礎・基本を身につけ，創造的に生きようとする生徒 
・社会性を持ち，国際感覚を身につけた生徒 

 

 

研究主題 

今，求められる 21 世紀型の学力の育成を目指して 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

学校教育目標 

目指す生徒像 

１年次 

知識・技能を活用する力を育む 

学習指導の工夫・改善 

２年次 

教科・領域を横断した 

基礎力・思考力・実践力の向上 

 
これまでの研究の経過 

平成２３年度 研究主題 
学習指導要領に定められた目標等の実現状況を 

把握するための評価方法についての研究開発 

 

平成２４年度 研究主題 

言語活動を通した思考力・判断力・表現力の 

評価についての組織的な取組 

 
・学習評価についての研究・実践 

・評価検討委員会と連携した研究・実践 

 

・思考力・判断力・表現力を評価する評価方法の

工夫・開発 

 
＜国立教育政策研究所＞ 

平成２５年度 教育課程研究指定校事業（国語） 

 

＜文部科学省＞ 

平成２６年度  

消費者教育推進のための調査研究事業 



 

 

Ａ 課題（問題）の発見・理解 

↓ 

Ｂ 自力解決（解決の計画⇒計画の実行） 

↓ 

Ｃ 検討・学び合い 

↓ 

Ｄ 学習のまとめ 

↓ 

Ｅ 適用・一般化 

 

図３ 問題解決的な学習の流れ 

３ 昨年度の主な研究内容 

 これまで述べたように，昨年度は「今，求められる 21世紀型の学力の育成を目指して」を研究主題

に，副主題を「知識・技能を活用する力を育む学習活動の工夫・改善」として研究を行い，次のよう

な内容を重点的に取り組んだ。 

（１） 教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題解決的な学習の工夫・開発および実践 

各教科において問題解決的な学習の指導過程を明確にし，課題の発見から一般化までの流れを生か

しながら，授業を構築した。このような学習活動を繰り返し体験することで，課題発見能力，学習の

プランニング能力，自立解決能力，自己評価能力な

どが向上されると考えている。また，理科や社会科

においては，4QS（フォークス）とよばれる指導法を

取り入れた指導の工夫により，効果的に問題解決的

な学習を取り入れ，教科の枠を超えた指導の共通化

を図ることができた。 

また，ペーパーテストにおいても，課題発見能力

や問題解決能力を見取る問題の作成を検討し，各教

科において定期テストごとに作成している。作成に

あたっては，全国学力・学習状況調査の「主として

『活用』に関する問題」を参考にしたり，映像によ

る出題をするなど教科の特性をいかしながら作成

にあたった。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 社会科の課題発見能力・問題解決能力を問う問題 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

図５ 社会科の問題についての評価規準 

 

 

（２） ＩＣＴ機器を活用した教科指導の取組 

本校では，教科の目標を達成するために，教員や生徒が ICT 機器を活用する機会を多く持ってい

る。昨年度より一人に一台のタブレットＰＣを貸与し，授業はもちろん，休み時間でも自由に使用

できるような環境を設定した。中学校学習指導要領解説総則編においても，授業の中で ICT 機器を

効果的に活用し，指導方法

の改善を図りながら，生徒

の学力向上につなげること

が重要であると示されてい

るように，ICT 機器の活用

については，各教科等の特

性を生かしながら，様々な

利用法を模索している。 

図 6 撮影した橋の模型を見ながら分析する様子（技術科） 



 

 

 

      （ICTの利用法例） 

・インターネットを利用した調べ学習 

・動画で保存された実験，運動，発表や，画像，作品，発表物の分析 

・画像や図形などを画面上での操作による思考の補助 

・デジタル教科書の利用 

・学校行事の写真や映像，毎週の時間割の配信 

・辞書や電卓としての利用 

・英語のアプリケーションを利用したゲーム形式の単語学習 

・行事や授業でのプレゼンテーション            など 

 

 

 

 

（３） 自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習得を目指した取り組み 

本校では総合的な学習の時間において，１年生では職場体験学習を，２年生では大学訪問を，３年

生では首都東京における取材学習を行い，自分自身の進路選択に役立てるような生き方学習を進めて

いる。その中では，キャリア発達にかかわる諸能力である「基礎的・汎用的能力」を取り入れた指導

を行うよう，推進している。特に，キャリア教育における全体計画はもちろん，各教科の年間計画に

も「基礎的・汎用的能力」を明記し，全校で取り組んでいる。 

また，基礎的・汎用的能力の中にあげられている自己管理能力を，本校での研究の柱である 21世紀

型の学力の基盤を成す重要な力としてとらえ，忍耐力をより広く意味付けし，「意志力（やり抜く力）」

としてとらえることにした。昨年度は，各教科の中で意志力（やり抜く力）をどのような取り組みを

通して育んでいくのかを明確にし，図

8のようなマトリックスでまとめた。 

また，教科外では，朝と帰りの時間

を利用した黙想の時間を取り入れるこ

とで，毎日の「落ち着き」を保ち，「集

中力」や「自らを律する意志の強さ」

を高め，様々な活動を粘り強く着実に

「やり抜く力」を育成することができ

ると考え，今年度も継続している。 

                            

 

図７ 朝・帰りの黙想の様子 



 

 

 
図 8 意志力を高めるマトリックス 



 

 

４ 今年度の研究の構想 

（１）研究仮説 

前述のような研究主題のとらえのもと，今年度，次の研究仮説を設定した。 

    教科・領域を横断した基礎力・思考力・実践力を育成する 

学習指導の工夫・改善等を図ることにより，21世紀型の学力 

が培われ，生きる力を育むことができる。 
 

 

（２）研究の内容 

① 認知プロセスによる思考力の育成 

 本校では，学力の三要素（①基礎的・基本的な知識・技能，②それを活用する思考力・判断力・表

現力等，③学習意欲）から，教科・領域横断的に求められる基本的な能力を「基礎力」，それに基づい

て様々な課題を解決するための中核となる能力を「思考力」，さらにその使い方を方向づけ，実生活で

活用していくための能力を「実践力」と考え，研究の柱にすえた。 

思考力とは各教科で習得した基礎的・基本的な知識・技能や問題解決に必要な資質・能力を，実生

活で活用するために必要な力である。その力の育成のため，ブルームが提唱しアンダーソンやクラス

ウォールが改訂した，教育目標分類学であるタキソノミーテーブルの認知的領域における認知プロセ

スの次元を利用することとした。 

その認知プロセスは，「思い出す」，「理解する」，「応用する」，「分析する」，「評価する」，「創造する」

の 6 つの段階から構成され，単純から複雑，低次から高次へ向かう連続性を持っているものである。

図に示したように，それぞれには，さらに細かな全 19 の手続きに分けられている。 

これらのプロセスが複雑に使われ，問題の解決に向かっていくことで，思考力が向上し，実践力の

基盤が培われると考えた。 

 

1思い出す 2理解する 3応用する 4分析する 5評価する 6創造する 

①認識 

②想起 

①解釈 

②例証 

③分類 

④要約 

⑤推測 

⑥比較 

⑦説明 

①遂行 

②実践 

①区別 

②整理 

③原因解明 

①確認 

②批評 

①発案 

②計画 

③生産 

図 9 認知プロセスの次元 

 

しかし，学習活動には，複数の認知プロセスが利用されるため，各授業においては，それらすべて

の認知プロセスを意識化して明確にするのではなく，その中においても，教科・単元などにおいて，

発達段階等を考慮しながら，主に育成したい認知プロセスを設定し，重点的に育成していく事で，確



 

 

実に定着させたいと考えた。 

    そこで，各教科において，その特性を生かし，主に育成すべき認知プロセスを決定し，1 年間かけ

て問題解決の場面に取り入れることとした。また，「1 思い出す」「2 理解する」「3 応用する」の次元

は，低次の認知プロセスであり，どの教科においても基礎力の定着場面などで，頻繁に利用されてい

ることを考えると，「4分析する」「5評価する」「6創造する」の 3つの高次なプロセスに絞り，授業

の工夫改善を行っていくこととした。図 10は，どの教科でどの認知プロセスを重点に指導しているか

をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 各教科で重点をおいて育成する認知プロセスの一覧 

 思考力 実践力 
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国 語 ○ ○   ○  

社 会  ○ ○   ○ 

数 学 ○      

理 科 ○      

美 術 ○ ○ ○ ○ ○  

体 育 ○    ○  

技術家庭  ○ ○ ○ ○  

外国語 ○ ○ ○    

総合学習    ○ ○ ○ 

道徳の時間    ○ ○ ○ 

 



 

 

ブルーム・タキソノミーの認知過程次元のカテゴリーと事例 

認知過程のカテゴリー 事例 

１．思い出す(remember): 長期的記憶から適切な知識を回復すること。 

1.1 認識(recognizing) 歴史上の重要な出来事が起きた年月日を知っていること。 

1.2 想起(recalling) 歴史上の重要な出来事が起きた年月日を思い出すこと。  

その他関連する動詞 

defines（定義する）, describes（述べる・記述する）, identifies（確
認する）, knows（知る）, lists（リスト化する）, matches（一致さ
せる）, outlines（概要を知る）, reproduces（再生する）, selects
（選択する）, states（様子を知る）. 

２．理解する(understand)：説明的なメッセージ（口頭、記述、図表によりコミュニケーションを

含む）から意味を構築すること。 

2.1 解釈(interpreting) 重要なスピーチや文書について、言い換えること。  

2.2 例証(exemplifying) 絵画の多様な様式について、事例を挙げること。  

2.3 分類(classifying) 観察・報告された精神障害について、分類すること。 

2.4 要約(summarizing) ビデオテープに描写された出来事の要約を記すこと。  

2.5 推測(inferring) 外国語を学習する際、事例から文法の法則を推論すること。  

2.6 比較(comparing) 歴史的な出来事を現代的な状況と比較すること。  

2.7 説明(explaining) 18 世紀フランスにおける重要な出来事の原因を説明すること。  

その他関連する動詞 

comprehends（理解する）,converts（転換する）,defends（主張する）, 
distinguishes（区別する）,estimates（推定する）， extends（拡張す
る）, generalizes（一般化する）,gives an example（例示する）,infers
（推論する）,paraphrases（言い換える）,predicts（予測する）,rewrites
（書き換える）,translates（翻訳する） 

３．応用する(apply)：特定の状況のなかである手順を遂行したり活用したりすること。 

3.1 遂行(executing) 二桁以上の整数と整数の割り算を行うこと。  

3.2 実践(implementing) ニュートン第二法則を適用する状況を判断すること。  

その他関連する動詞 

changes(変える ), computes（計算する） ,constructs（組み立て
る）,demonstrates（実際にやって見せる）,discovers（発見する）, 
manipulates（操作する）,modifies（修正する）,operates（効果を表
す），produces（つくり出す）,relates（関係付ける）,shows（示す）,solves
（解決する）,uses（使う） 

 



 

 

図 11 ブルーム・タキソノミーの認知過程次元のカテゴリーと事例 

（出所：JABEE 「学習・教育到達目標設定法とその達成度評価法」より） 

４．分析する(analyze)：事象を構成要素に分割し、各要素が互いに、あるいは構造全体や目

的とどのような関係性にあるのかを判断すること。 

4.1 区別 

(differentiating) 
数学の文章題で、妥当な数値と妥当でない数値を区別する。  

4.2 整理(organizing) 
歴史的記述に関する証拠を、特定の歴史的解釈を立証したり、反証した

りする証拠として組み立てる。  

4.3 原因解明 

(attributing) 
ある評論の著者の主張を、政治的立場の観点から判断すること。 

その他関連する動詞 

breaks down（分類する）,contrasts（対比する）, diagrams（図解す
る，一覧にする）,deconstructs（分解する）, discriminates（区別す
る，識別する）,distinguishes（区別する）,identifies（見分ける，
同一視する）,illustrates（図解する）,relates（関係させる）,selects
（選択する）,separates（分ける） 

５．評価する(evaluate)：基準や標準にもとづいて判断をすること。 

5.1 確認(checking) 
ある科学者の結論が観察されたデータにもとづくものなのか判断する

こと。  

5.2 批評(critiquing) 
ある問題を解決する方法として、二つの方法のうち最良のものはどちら

かを判断すること。  

その他関連する動詞 

appraises（評価する）,concludes（断定する）, contrasts（対比させ
る）,criticizes（非難する）,defends（主張する）,describes（評す
る）,discriminates（区別する），interprets（判断する）,justifies
（正しいと判断する）,relates（関連付ける）,summarizes（要約す
る）,supports（支える） 

６．創造する(create)：要素を一貫性のある、機能的な全体を構成するように結合させること。

要素を新しいパターンや構造に再編すること。 

6.1 発案(generating) 観察された現象を説明する仮説を生み出すこと。 

6.2 計画(planning) ある歴史のテーマについて、研究論文を計画すること。 

6.3 生産(producing) ある目的のために、ある生き物のために生態系を作ること。  

その他関連する動詞 

categorizes（分類する）,combines（結びつける）,compiles（集め
る）,composes（構成する）,devises（考案する）,designs（設計す
る）,explains（説明する）,generates（発声させる）,modifies（修正
する）,organizes（計画する）,plans（計画する）,rearranges（再編
成 す る ） ,reconstructs （ 再 編 成 す る ） ,relates （ 関 係 付 け
る）,reorganizes（再編制する）,revises（変更する）,rewrites（書
き直す）,summarizes（要約する） 

 



 

 

 

図 12 21世紀型の学力と基礎力・思考力・実践力の関係 

 

 

② 教科・領域を横断した思考力の育成 

    知識の認知プロセスによって育成される思考力には，教科固有の思考力と教科横断的な思考力があ

る。これからの社会に求められているのは「何を知っているか」ではなく，「何ができるか」への学



 

 

校教育の変換であり，教科・領域を超えた汎用的な力が必要とされている。そのため，教科・領域を

横断した思考力をどのように育成すべきかを考え，指導の工夫を行っていかなければならない。 

    ここでは，国語科と社会科での実践例を紹介する。これは，認知プロセスの「５評価」を使った授

業であり，社会科では，自分の考えやまとめが正しいかどうか，視点を明確にした話し合いで評価す

る授業，国語科では，改善されたプレゼンテーションがどのように説得力があるものになったか，観

点をもとに評価する授業である。 

     

                                                     

                                                   

改善されたプレゼンテーション

が，説得力のあるものになって

いるかを評価している。 

図 13  社会科と国語科での「5 評価」での授業内容 

意見交流する中で，自分

の考えやまとめが正し

いか，わかりやすいもの

になっているかを評価

している。 

 



 

 

 

ここで示した例は，1 年生と 3 年生の例であるが，様々な授業において，認知プロセスの育成の場

面を取り入れた実践を重ねていくことで，思考力・実践力の向上が図られると考えている。また，教

科間の連携を深めていくことで，同一課題を取り扱いながら合科的な指導を行うことも可能である。 

 

③ 行事等と中心とした実践力の育成 

実践力とは，子どもたちが生きていく上で出会う様々な場面で学習した知識や技能を生かして実社

会で行為する際に働く力であり，それゆえに，知・徳・体の三領域を総合することが求められる。こ

の実践力は主に道徳的・倫理的次元を中心に，身につけた基礎力・思考力を現実の環境で適応する際

に求められる諸能力として位置付けられる。それらの能力を自律的活動力，人間関係形成力，社会参

画力（持続可能な未来への責任）とし，各教科をはじめ，学校の教育活動全体で育成すべき資質・能

力とした。 

しかしこの実践力は，教科の特性により，日常生活に密接している教科・教材では扱いやすいが，

すべての場面で効果的に育成されにくいものである。そのため，総合的な学習の時間や道徳の時間を

中心に育成する機会を考え，図 14 のように具体例を示し，職場体験学習や修学旅行などの場面で取

り入れている。 

図 14 学校の教育活動全体で育成する実践力 

 



 

 

④ 修学旅行での実践力の育成例 

本校では，3 年生の修学旅行において，「CL 学習（キャリア＆ライフスキル学習）」という総合的な

学習の時間のテーマ学習を行っている。首都東京の第一線で活躍する人々に，実際に取材をし，その

内容をまとめていく中で，様々な力を身につけていくことを目的としている。 

 

 

第 3学年 修学旅行 CL学習において育成すべき実践力 

 活  動 学習内容 育成すべき実践力 

２年生 

２学期 

・CL 学習についてのオリエンテーシ

ョン 

・職業希望調査 

・これから学習する CL学習についての説明を聞

き，１．２年生で学習した職業調べ，職業体

験などをもとに，自分で追求したいテーマや

職業のジャンルを選択する。 

自己理解・個性伸長 

自己決定 

キャリア設計 

・学習計画の作成と職業調べ 
・今後の学習計画を立て，希望した職業につい

て詳しく調べる。 
計画実行力 

・調べた内容の発表会 

・調べた内容についての発表・交流を行い，こ

れまでの学習成果を確認し，新たな課題を確

認する。 

自己評価 

２年生 

３学期 

・取材先の絞込み 
・これまで学習した内容やその際に出された課

題などをもとに，東京での取材先を絞り込む。 
選択能力 

・取材先への依頼 
・実際に取材先へ電話をかけ，取材の依頼をす

る。 
礼儀・マナー 

・依頼状・質問状の作成 

・依頼先との連絡を取りながら，必要な書類な

どを用意したり，課題をもとに質問状を作成

する。 

礼儀・マナー 

・ルートマップの作成 
・訪問先への道順，交通機関，所要時間などを

調査する。 

コミュニケーション 

協働 

・訪問時の役割分担と礼儀やマナーな

どの確認 

・取材時の役割の分担や，挨拶の仕方，望まし

い言葉遣いなどを確認する。 

自己理解・個性伸長 

礼儀・マナー 

３年生 

１学期 

修学旅行当日の訪問取材（４月９日） 

・訪問後のまとめ ・取材し，学んだ事をまとめる。 勤労・創造 

・発表会の企画 
・学習の成果をどのような形で発表するか，計

画し，今後の計画を作成する。 
計画実行力 

・発表会の準備 
・計画にしたがって，グループごとに発表の準

備を行う。 

思いやり 

協働 

１．２年生と保護者への学習成果の発表会 

・まとめ 
・これまでの学習を振り返り，自分に身につい

た力などについて，評価・反省をする。 
自己評価 

図 15  第 3学年 修学旅行 CL学習での実践力の育成 

 



 

 

＜国語＞ 

○各教科・領域との関連を明確にした言語活動を取り入れた学習活動を工夫・改善することにより，

実生活に生きて働く言語活動を高めることができるだろう。 

＜社会＞ 

○幅広い知識や諸資料を活用する学習活動を含めた他者との協働的な学習の展開によって，思考力

を育成することができるとともに，主体的に社会と関わり，持続可能な社会の形成者として求め

られる実践力を育成することができる。 

＜数学＞ 

○問題解決能力や課題発見能力の育成を目指した数学的活動を充実させ，教科・領域を横断した認

知プロセス（分析）を授業に取り入れることにより，数学的な思考力が育まれ，21 世紀型の学力

を育成することができる。 

＜理科＞ 

○生徒が目的や意義を明確にしながら資料を読み取り，その結果から規則性に気付くような指導を

充実することによって，科学的に考察して結論に導くことができる。 

＜美術＞ 

○21 世紀に必要とされる資質や能力において，創造的な思考力を軸として教科を横断した学習指導

の工夫・改善を図ることにより，生徒の課題発見や問題解決における効果的な判断と自己表現す

る力を高めることができる。 

＜保健体育＞ 

○生徒の発達段階に応じ，「主体的な学習」における思考力・実践力の育成に努めることにより，生

涯スポーツを意識した仲間との豊かな関わり合いが生まれ，「課題設定→課題追求→評価（振返

り）」の一連の学習活動が促される。 

＜技術・家庭＞ 

○各教科・領域と関連づけた問題解決的な学習における指導の工夫や生徒の実態に合わせた学習活

動により，技術的な思考力が育まれ社会に生きて働く力を育成することができる。 

＜外国語＞ 

○認知プロセスに基づいた教科横断的授業構築を工夫することにより，生徒の英語における基礎

力・思考力・実践力が向上する。 

（４） 教科の研究の方向性について 

   研究仮説を検証するため，各教科で「教科研究の仮説」を設定した。設定するにあたっては，校内の

研究協議会で吟味をし，その検証が仮説の重点を検証する内容になるように修正を加えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この教科仮説を基に，研究の骨子を立て，具体的な研究に取り組んだ。１学期に全教科が校内研究授

業を行い，思考力育成に関わり話し合いを行った。詳細については，本研究紀要の各教科編を参照して

いただきたい。 



 

 

 

図 16  数学における展開例（一部抜粋） 

（４） 教科指導等におけるＩＣＴ機器の活用 

  ① 生徒一人一人に課題を明確につかませるための ICT機器の活用（数学の実践） 

    生徒一人一人が課題を明確につかむことは，学習活動を円滑に進めていく上でとても大切なことで

ある。そこで，ICT 機器を上手に活用することが，課題をとらえやすくする一つの方法と考えられる。

教科書の設問や図表を拡大したり，移動させたりすることで，教師が言葉だけで伝える以上に生徒一

人一人が学習課題を把握することができる。これにより，個に応じた学習が保証されるものと期待で

きる。 

    次に示したものは，数学科での ICT 機器の活用例である。ここでの学習は，平成 24年度の全国学

力・学習状況調査中学・数学Ｂ問題（第５問）に出題されたものである。図  は，実際に自分がこ

の木を測るために，適切な場所を探す場面を位置づけ，その場所を探す中で，この方法の背後にある

図形的理由について気づかせるために，ICT 機器を活用している展開例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    位置を探す場面では，この武士を任意の位置に動かして考察できるように，タブレット PC で動く

教材を開発して提供した。武士の目の位置から，木の梢の先まで線を引き，武士の動きに合わせて，

動的に動かして見ることができる環境を用い，

武士がどうやってこのちり紙を用いて高さを測

ったのかを考えるヒントとするためである。 

 授業では，こうした環境に支えられたことも  

あって，多くの生徒がこの課題について，その

根拠となる図形的な性質について答えることが

できた。 

 

図 17 タブレットPC を使った課題把握 

 



 

 

② 評価を充実させるための ICT機器の活用 

評価のもつ役割は，生徒にとって学習上の反省資料であり，教師にとっては指導上の反省資料とな

る。したがって，生徒にとっての評価は，自分の学習内容や学習方法の適否を確かめながら学習を進

める指針となる。教師にとっては，進歩状態を簡単に評価でき，これを次の授業に反映させ，効率の

よい授業を試みることができる。また，教科に対する関心・意欲や学習過程で感じている疑問・要望

が教師の認識と食い違っていないかどうかも確認することができる。 

本校はこれまでの研究で，評価を 2つの視点で

考え，「学習状況を把握するための評価（記録に残

す評価）」と「学習指導の改善につながる評価（指

導に生かす評価）」とした。この「学習指導の改善

につながる評価（指導に生かす評価）」について

ICT機器を導入して評価を行えるようにしている。 

具体的には，図 19 に示したものが ICT 機器を

活用した評価である。下は授業終了後に行う評価，

上は，学期ごとに行う評価である。いずれも生徒

はタブレット PCから行い，入力した内容は教師 

側の PCと連動しており，図 20のように生徒の 

入力状況を確認することができる。生徒からの評価をふまえて，授業改善を行うことになる。 

ワークシートや授業観察以外にもこのような ICT機器を活用した評価を取り入れ，多面的に見取る

ことが大切であると考えている。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 タブレットでの入力項目 

図 18 タブレット PC を用いた授業評価 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20  入力された生徒の評価例 

 

 

６ 研究仮説の検証（中間報告） 

本研究における研究仮説は次の通りであった。 

    教科・領域を横断した基礎力・思考力・実践力を育成する 

学習指導の工夫・改善等を図ることにより，21世紀型の学力 

が培われ，生きる力を育むことができる。 
 

 この仮説を 3つの観点から検証する。 

 （１）認知プロセスによる思考力の育成について 

    知識の認知プロセスの過程を用いて，思考力の育成を図ってきた。過去の本校の研究において，問

題を解決する際の思考は大変複雑であり，その過程を見取ることは困難であることはすでにわかって

いる。そこで様々な見取りの方策を工夫してきた。本年度の研究では，思考のプロセスを構造化した

上で分類し，授業に焦点化して取り入れたことで，思考の見取りがしやすく，効果的に育成すること

ができた。しかし，複雑に使われる思考のプロセスのどの部分を焦点化して，重点的に授業に取り入

れるかを決めることは難しく，今後も継続して研究していかなければならない。 

 

（２）教科・領域を横断した思考力の育成について 

   各教科で実践している認知プロセスを実践の場で使える資質・能力にしていくためには，それぞれ

の教科内だけで利用していては，実践力に結びついていかない。そこでまず，どの教科がどの認知プ

ロセスを焦点化して指導しているのかを洗い出し，一覧表にまとめることができた。その中から，教

科で共通している認知プロセスがある場合には，その教科間で，より効果的に指導できる方法を模索

し，実際に国語科と英語科では，プレゼンテーションを行う場面で，それぞれの教科の視点から連携

して指導していくなど，実践が進んでいる。また，「６創造」を使うプロセスでは，より日常の生活

に密接している教科でしか扱いにくいので，学校全体で意識的に育成する場面を設定していく努力を

していかなければならない。 

年月日 時間 教科 時間 予習 分量 理解 コメント 氏名
3 A 33 2013年12月3日 9時40分 数学 1時間目 0 3 4
3 A 19 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 0 2 2 相似を使った証明で，比のとりかたがわからなかったです

3 A 1 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 0 3 3
3 A 40 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 0 3 4
3 A 25 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 1 3 4
3 A 34 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 1 3 4 ないです！
3 A 13 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 0 3 5
3 A 37 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 0 3 3 証明の仕方
3 A 38 2013年12月3日 9時41分 数学 1時間目 0 3 3 ないです。
3 A 9 2013年12月3日 9時42分 数学 1時間目 0 3 3 特に無し
3 A 2 2013年12月3日 9時42分 数学 1時間目 0 3 3 よくわかりませんでした
3 A 22 2013年12月3日 9時42分 数学 1時間目 0 3 2 相似を使った証明をもう一度教えてください。
3 A 27 2013年12月3日 9時42分 数学 1時間目 0 4 4 面積の求め方がまだあまり分かりません。
3 A 35 2013年12月3日 9時42分 数学 1時間目 0 2 5
3 A 31 2013年12月3日 9時42分 数学 1時間目 0 3 2 ピタゴラスの定理が理解できなかった。
3 A 26 2013年12月3日 9時43分 数学 1時間目 0 3 2
3 A 39 2013年12月3日 9時43分 数学 1時間目 0 3 3 なし
3 A 21 2013年12月3日 9時44分 数学 1時間目 0 3 1 三角形を組み合わせての面積、一辺の求め方がわからなかったです。

クラス・番号



 

 

 

（３） 行事等を中心とした実践力の育成について 

   実践力は実社会で出会う様々な問題を解決するための資質・能力であるため，その力を教科の目標

として掲げることは難しい。そのため，総合的な学習の時間を中心に，その向上の場面を計画してき

た。また，道徳の時間においても，その内容項目と関連付けながら指導を行っているところである。

思考力同様，その向上を見取る方法を今後も継続して，研究していかなければならない。 

 

７ 終わりに 

   文部科学省の専門家会議によると，次期学習指導要領の方向性として，「教科横断的なスキル」，「教

科ならではの見方や考え方」「教科固有の知識」の３つの視点を重視するように求められている。特

に，教科横断的な力として，問題解決能力や批判的思考力，コミュニケーション力などが例示されて

いる。本校で研究を進めている「21世紀型の学力」は，これらの力を包含しているものであり，これ

から必要とされていくものであると考えている。 

今後も他校の研究を参考にしながら，研究大会等でいただいた様々なご指摘をもとに，本研究をさ

らに推進し，全国の他の中学校等が研究・研修を行っていく際の何かの参考になることを期している。

今後とも，本校の研究活動へのご理解とご協力賜りたく思います。 

（文責 大山 裕之） 
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各教科の実践 



【教科研究テーマ】 

国 語 
「21世紀型の学力を支える言語能力の育成」 

～各教科・領域と連携した言語活動の工夫・改善による 

各教科・領域を横断する言語能力の向上～ 

社 会 
「社会と関わる力の育成を目指してⅡ」 

～他者との協働による思考力・実践力の育成～ 

数 学 
「自ら数学を探究する生徒の育成を目指してⅡ」 

～問題解決能力の伸長と各教科・領域を横断した思考力の育成～ 

理 科 
「科学的な問題解決能力の育成を目指してⅡ」 

～各教科・領域と連携し問題解決能力の伸長を目指した思考力・実践力の育成～ 

美 術 
「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」 

～各教科・領域を横断した，汎用的な思考力の育成～ 

保健体育 
「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指してⅡ」 

～各教科・領域と連携した生徒の主体的な学習における思考力・実践力の育成～ 

技術・家庭 
「変化し続ける社会に生きて働く力の育成」 

～各教科・領域と関連づけた問題解決による思考力・実践力の向上～ 

外 国 語 
「21世紀型の学力を支える実践的英語力の育成」 

～次の学びへの意欲を引き出す教科横断的授業の構築～ 



 

 

  国 語 科 

 

２１世紀型の学力を支える言語能力の育成 
～各教科・領域と連携した言語活動の工夫・改善による各教科・領域を横断する言語能力の向上～ 

 

附属函館中学校 長谷川 美栄子，髙 橋 亜 矢，西 村   駿，吉 野 敬一 

 

Ⅰ はじめに 

 

昨年度，国語科においては，「生徒一人一人が言語の主体的な使い手となる，社会生活に生きて働く言語

能力の育成」を研究主題に掲げ，「社会生活に生きて働く」の前段階として，国語科と各教科等の言語活動

の関連に着目した。そして，各教科の授業観察等や「国語科および各教科等における言語活動についての生

徒の意識調査」を通して，国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況を把握するとともに，それらをも

とに国語の指導方法等の工夫・改善を行った。 

 これらの実践により，各教科の言語活動において，身に付けた言語能力を活用する生徒の姿が見られるよ

うになった。一方，課題として，「社会生活に生きて働く」という段階まで到達させるためには，生徒が役

立つと実感できる実用的な言語活動を取り入れた学習指導を，一層工夫する必要があるということが明らか

になった。  

 そこで，今年度においては，国語科と各教科・領域の言語活動の関連をより明確にし，連携を図りながら

学習指導を工夫・改善することにより，各教科・領域，さらには社会生活に生きて働く言語能力の向上を目

指すことを研究主題として設定した。 

 

Ⅱ 教科研究仮説 

 

 前述の経緯を踏まえ，今年度は下記のとおり研究仮説を設定するとともに，仮説を検証するための研究内

容を２点に絞り取り組むこととした。 

【研究仮説】 
各教科・領域との関連を明確にした言語活動を取り入れた学習活動を工夫・改善することにより，実生

活に生きて働く言語能力を高めることができるだろう。 

 
【研究内容①】 

「主に育成すべき認知プロセス」を明確にした
思考力の育成 

 【研究内容②】 
各教科等と連携を図り，共通した言語活動を通

して言語能力を高める学習指導の工夫・改善 

 
【具体的な取組①】 

「分析する」「評価する」の認知プロセスに重点
をおいた学習指導の工夫・改善 

 【具体的な取組②】 
各教科等の言語活動の充実につながる国語科

の言語活動の工夫・改善 

 【研究内容①】は，今年度の本校の研究内容である「認知プロセスによる思考力の育成」を具現化したも

のである。国語科では，主に育成する認知プロセスを「分析する」「評価する」と設定した。「分析する」

については，「Ｃ読むこと」領域の第１学年の「エ 文章の構成や展開，表現の特徴について，自分の考えを

もつこと。」１）や第２学年の「ウ 文章の構成や展開，表現の仕方について，根拠を明確にして自分の考え

をまとめること。」１）のように，「自分の考え」を形成する際に行われる思考が「分析する」に該当すると考



 

 

えた。また，「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」における「語感を磨き語彙を豊かにすること。」２）

の「語感を磨く」も「分析する」ことによって導き出されるものであると考えた。「評価する」については，

「Ａ話すこと・聞くこと」領域の第３学年の「ウ 聞き取った内容や表現の仕方を評価して，自分のものの

見方や考え方を深めたり，表現にいかしたりすること。」３），「Ｂ書くこと」領域の第３学年の「エ 書いた

文章を互いに読み合い，論理の展開の仕方や表現の仕方などについて評価して自分の表現に役立てるととも

に，ものの見方や考え方を深めること。」４），「Ｃ読むこと」領域の第３学年の「ウ 文章を読み比べるなど

して，構成や展開，表現の仕方について評価すること。」１）というように，学習指導要領に「評価する」と

あることから，主に育成する認知プロセスとした。「分析する」「評価する」に該当する指導事項を身に付け

させる学習指導を工夫・改善することで，生徒の「分析する」「評価する」という認知プロセスによる思考力が高

まると思われる。 

 【研究内容②】については，昨年度の課題である国語科と各教科・領域の言語活動の関連をより明確にす

るため，各教科・領域と共通した言語活動について理解を深めた。その上で，各教科等の言語活動で活用でき

るよう国語科の言語活動の工夫・改善を行った。また，研究内容①の「主に育成すべき認知プロセス」につ

いても，共通する認知プロセスを取り扱うことで，教科・領域を横断した思考力が身に付くよう心がけた。 

 

Ⅲ 仮説に基づく実践例①～ 『和語・漢語・外来語の特徴を活かして使い分けよう。』 

 

１． 単元について 

和語・漢語・外来語については，学習指導要領の第３学年の「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事

項」に，「慣用句・四字熟語などに関する知識を広げ，和語・漢語・外来語などの使い分けに注意し，語感を

磨き語彙を豊かにすること（伝イ(ｲ)）」２）と記述されている。さらに学習指導要領解説では，「和語・漢語・

外来語」の中の「和語」とは古くから日本で使われてきた語をいい，「漢語」とは，漢字の音を使った語をい

い，「外来語」とは中国語以外の外国語から日本語に入ってきた語を分けていう。話や文章表現の上でこの「和

語・漢語・外来語」の使い分けを考えさせることにより，微妙な言葉のニュアンスについて知り，語感を磨

くよう指導する。このように，語彙が豊かになるにつれて，語句と語句との意味の違いが微妙なところまで

つかめるようになる。こうして語感が磨かれると，一つ一つの語句について，他の語句に置き換えたり置き

換えられなかったりすることについて気付くようになる。そのことを，書くときや話すときに役立てられる

ようにしていくことが大切である。」５）とある。 

 生徒はこれまで，「和語・漢語・外来語」について，小学校でも学習しており，基礎的な既習事項は身に付

いている。しかしながら，知識はあっても，それが自分達の生活の中でどのように使われているかについて

着目したり，実際にどの言葉で表現するかを吟味したりというように，言葉がもつ微妙なニュアンスについ

て考え，書くときや話すときに役立てるというところまでは至っていない。 

本単元では，「和語・漢語・外来語」の微妙な言葉のニュアンスに気付かせ，これらの使い分けについて考

えることで，生徒の語感を磨き，書くことや話すことに役立てられるようにすることをねらいとした。 

 

２． 単元の指導目標 

○和語・漢語・外来語の特徴をとらえ，自分の表現に生かそうとする。【国語への意欲・関心・態度】  

○和語・漢語・外来語の特徴をとらえ，相手や目的を考えて使い分けることができる。【伝統的な言語文化

と国語の特質に関する事項】 

  



 

 

３． 指導計画（２時間扱い） 

学習内容 指導内容 時間 
思考力を育むための 

主な認知プロセス 

①和語・漢語・外来語の特

徴をとらえ，理解を深める。 

○和語・漢語・外来語について書かれた文章を

読み，それぞれの特徴を整理する。 
１ ２理解③分類 

②和語・漢語・外来語を用

いて文章を作成する。 

③和語・漢語・外来語の使

い分けについて気付い

たことを自分の言葉で

まとめる。 

○ＡＬＴが話した内容を，友達や幼稚園児，お

年寄り，役場の人に伝える際に，どんな言葉

を選ぶかについて考える活動を通して，和

語・漢語・外来語の特徴に気付かせる。 

○語句の微妙なニュアンスの違いに気付かせ，

自分の表現に生かす態度を育む。 

１ ４分析①区別 

 

４． 研究内容との関連について 

(1)  【研究内容①】について 

本実践の２時間目に行った学習活動では，英文の情報を伝えるために，辞書に載っている複数の意味の

中からどれを選択するかを考え，判断することから，「必要と思われる情報を選択し，一定の基準をもとに

絞り込んだり，情報の分別を行ったりする。（４分析①区別）」の認知プロセスが該当する。 

(2)  【研究内容②】について 

本単元は，外国語科と連携するまでには至っていないが，英語を日本語に訳するという学習活動との関

連を考えた単元となっている。英文を日本語に訳する時，辞書に書かれている日本語訳をそのまま当ては

めるのではなく，相手や場所，状況に応じて適切な日本語に置き換えることで，より自然な日本語の文章

となる。本実践の２時間目では，実際に英語の例文を日本語に訳す言語活動を設定し，相手に応じて和語・

漢語・外来語のどれを選んだらよいかを考えることで，微妙な言葉のニュアンスについて知り，語感を磨

くことができるようにした。研究内容②の第一段階として，生徒に，国語で身に付けた知識や技能が，国

語科だけではなく外国語科の学習にも関連するということに気付かせることをねらった。 

 

５．授業実践の内容（２時間目） 

学習活動 ○教師のかかわりと◆留意点 ○評価基準と（評価方法） 

1 「和語・漢語・外来語」の特徴

について，前時の学習を振り返

る。 

２ 本時の課題を提示する。 

 

 

３ ＡＬＴが話した内容（Could 

you come to see chorus 

performance tomorrow?）を，友

達，幼稚園児，お年寄り，役場

の人に伝える場合，自分なら何

というかについて考える。 

○前時の学習プリントを見直し，「和

語・漢語・外来語」の特徴について，

見直すよう指示する。 

 

 

 

○伝える相手によってどのような工夫

をしたかについても記述させる。 

◆chorusと performanceをどんな言葉

に置き換えたかについて，着目させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

○相手に応じて和語・漢語・

外来語の特徴を踏まえて，

言葉を選んでいることに

気付いている。 

 （学習プリント） 

 

和語・漢語・外来語の特徴を活かし，使い分けよう。 



 

 

４ ＡＬＴの話の続きとして，

chorusとはゴスペルの合唱であ

り，performance は商店街の広

場で行われたことを説明し，そ

の説明を聞いて感じたり考えた

りしたことを記述する。 

 

 

 

 

５ 本時の学習を通して，学んだ

ことや日常生活で生かしたいこ

となどについて，自分の考えを

まとめる。 

○生徒の感想を紹介し，自分が当てはめ

た日本語訳とのギャップに気付かせ

る。 

○和語・漢語・外来語で表した場合，そ

れぞれの言葉に対してどのようなイ

メージをもっているか交流させる。 

◆和語・漢語・外来語がもっているニ

ュアンスの違いに気付かせることが

できるよう，具体的なイメージを生

徒から聞き出す。 

○本時の学習を振り返らせる。 

 

 

 

 

○言葉そのものがもつ微妙

なニュアンスの違いに気

付いている。（学習プリン

ト） 

  

＜生徒の取組例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 実践の結果  

 学習の前半では，友達，幼稚園児，お年寄り，役場の人という異なる相手に対してどのような言葉を選択

するか，和語・漢語・外来語の特徴を踏まえながら，自分の意見をまとめる生徒の姿が見られた。後半では，

ＡＬＴのスージーが伝えたかった実際の状況（商店街の広場で行われたゴスペルの合唱）と自分が英単語か

ら思い描いた状況を比較し，自分が選択した言葉とのニュアンスの違いについて考えることで，和語・漢語・

外来語の特徴について理解を深めるとともに，外来語を日本語に訳すといった行為が単なる言葉の置き換え

ではない等の生徒の感想が見られた。このことから本単元の目標は概ね達成することができたと考える。 



 

 

Ⅳ 仮説に基づく実践例②～ 『資料等を活用して説得力のある話をしよう。（プレゼンテーション）』 

 

１． 単元について 

学習指導要領解説では，「聞き取った内容」を評価することについて，「話を聞いて内容を理解するととも

に，その意見や主張の根拠を確かめて判断したり，自分の考えや立場との違いを聞き分けたり，話の内容に

ついてその意義や価値を考えて，自分の意思決定に役立てたりすることを意味する。」６）という説明がある。

また，「表現の仕方」を評価することについて，「話の内容を理解するだけでなく，話し方に注意して評価し

ながら聞くことを示している。聞き手は，実際に話を聞いているとき，話に使われている語句や文にも，話

し手の立場や人柄，心理などが反映していることに気付くものである。論理的な側面ばかりではなく，話し

方から感じられる様々なニュアンスなど，情意面においても説得力が発揮されているという表現の効果に目

を向けることが大切である。表現の仕方を評価することは，話の論理的な構成や展開などの面だけでなく，

語句や文の使い方，声の出し方や言葉遣い，資料や機器の活用の仕方などの検討も含んでいる。」とある。 

生徒は，これまで，「書くこと」領域の学習を通して，根拠を明確にして説明したり，「読むこと」領域の

学習を通して，論理的に説明するための文章構成について考えたりする学習を行った。また，「話し言葉と書

き言葉」や「和語・漢語・外来語」の学習を通して，相手や目的に応じて適切な言葉を選択する必要性につ

いて学んでいる。また，６月末の総合的な学習の時間では，修学旅行の職場訪問の報告会としてプレゼンテ

ーションを行っている。発表の準備として，生徒一人一人が訪問先についてのレポートを制作し，それらを

もとにグループごとに発表内容をまとめる活動を行った。そして，報告会当日は，下級生や保護者に向けて，

資料を提示しながら発表原稿を暗記し，流ちょうに話す姿が見られた。その一方，課題として，作成したレ

ポートをそのまま使った書き言葉による発表があったり，資料を提示してはいるものの聞いていて分かりづ

らい発表があったりするなど，聞き手に対する配慮に欠けた様子が見られた。 

これらの課題を解決するために，本単元では，プレゼンテーションを通して，「Ａ話すこと・聞くこと」領

域の指導事項ウ「聞き取った内容や表現の仕方を評価して，自分のものの見方や考え方を深めたり，表現に

生かしたりする」力を身に付けることをねらいとした。そして，自分が作成したプレゼンテーションを分析

し，評価し合う学習活動により，聞き手に配慮したプレゼンテーションの在り方について一人一人が考える

ことができるよう工夫した。 

 

２． 単元の指導目標 

○聞き取った内容や表現の仕方を評価して，自分のものの見方や考え方を深めたり，表現に生かしたりする

ことができる。【話すこと・聞くことウ】 

○和語・漢語・外来語などの使い分けに注意し，適切な言葉を考えて発表することができる。【伝統的な言語文

化と国語の特質に関する事項イ（ｲ）】 

 

３． 指導計画（５時間扱い） 

学習内容 指導内容 時間 
思考力を育むための 

主な認知プロセス 

① プレゼンテーションのテーマ及び

構成を考える。 

② 資料の見やすさや提示の仕方など

聞き手の理解を助ける工夫をしなが

ら，説明原稿及び資料を作成する。 

○社会生活の中から話題を決め，自

分の経験や知識を整理して考え

をまとめさせる。 

○説得力のある話になるよう，構成

や資料を工夫させる。 

２ 
４分析―①区別 

４分析―②整理 



 

 

③ 互いのプレゼンテーションを見な

がら，資料等を活用した説得力のある

話になっているかどうか評価し，改善

点を明確にする。 

○語句や文を効果的に使い，資料な

どを活用して説得力のあるプレ

ゼンテーションになっているか

どうか分析させる。 

１ 
５評価－①確認 

５評価－②批評 

④ グループの発表から一つを抽出し，

よりよいプレゼンテーションになる

よう改善する。 

 

○課題のあったプレゼンテーショ

ンについて，具体的な改善策をグ

ループで考え，よりよいプレゼン

テーションを作らせる。 

１ 
５評価－①確認 

５評価－②批評 

⑤ 改善したプレゼンテーションを互

いに見合い，よりよいプレゼンテーショ

ンについて考える。 

○グループごとの工夫点を検証し，

よりよいプレゼンテーションに

ついて考えさせる。 

１ 
５評価－①確認 

５評価－②批評 

 

４． 研究内容との関連について 

(1)  【研究内容①】について 

上記の学習内容②については，プレゼンテーションの準備ということから，「必要と思われる情報を選択

し，一定の基準をもとに絞り込んだり，情報の分別を行ったりする。（４分析―①区別）」及び「あるカテ

ゴリーにしたがって分類したり，統合したりしながら，整理する。（４分析―②整理）」の認知プロセスが

該当する。学習内容③④については，互いにプレゼンテーションを見合い，評価・分析することから，「話

し合いなどの中で，自分の意見や考えを深めたり，新しい発見をしたり，正しいかどうかを確認する。（５

評価―①確認）」及び「ある基準に照らし合わせ，その基準をどれだけ満たしているか判断する。（５評価

－②確認）」の認知プロセスが該当する。学習内容⑤については，グループでの話合いの結果を共有するこ

とにより，よりよいプレゼンテーションについて一人一人が考えを深めるということから，学習内容③及

び④と同じ認知プロセスが該当する。 

(2)  【研究内容②】について 

本単元は，実践例①から一歩踏み込み，単元構想の段階から教科担任間で情報を交流し，プレゼンテー

ションという共通した言語活動を設定した。国語科では，本単元で聞くことに重点をおき，互いのプレゼ

ンテーションを聞き合うことで，よりよいプレゼンテーションを作るにはどうしたらよいかについて考え

させる実践を行った。一方，外国語科では，英語の一般的なプレゼンテーションの型を示し，その型をも

とに，主張と根拠が明確になるよう国語で作成したプレゼンテーションの発表原稿を見直すことに重点を

おいた実践を行った。双方とも，資料を活用しながら説得力のある話をするという点で共通している。 

 

５．授業実践の内容（５時間目） 

学習活動 ○教師のかかわりと◆留意点 ○評価基準と（評価方法） 

１ 前時の学習について振り返る。 

２ 本時の課題を提示する。 

 

 

３ グループごとに，「改善前」「改

善のポイント及び工夫」「改善後」

について，発表する。 

○前時の学習について確認する。 

○本時の学習について説明する。 

 

 

○改善後の発表を見ながら，各グループ

で出された工夫点を検証する 

◆各グループから出た工夫点を明示し，

 

 

 

 

○グループごとの工夫点

を検証し，資料等を活

用した説得力のあるプ

グループごとの工夫点を検証し，資料等を活用した説得力のあるプレゼンテーションを
行うための留意点について考えよう。 



 

 

 

４ 各グループの発表の中から，劇

的に改善されたプレゼンテーショ

ンを１つ選ぶとともに，学習を振

り返り，よりよいプレゼンテーシ

ョンを行うための留意点につい

て考える。 

比較してできるようにする。 

○各グループの発表を評価させる。 

◆学習プリントを活用し，各グループの発

表を聞き，分析・評価するよう促す。

＜学習プリント①＞ 

○資料等を活用した説得力のあるプレ

ゼンテーションを行うための留意点に

ついて考えさせる。 

◆生徒一人一人が，前時の学習プリント

を参照にしながら，自分のプレゼンテ

ーションについて振り返り，改善策に

ついて具体的に考えさせる。＜学習プ

リント②＞ 

レゼンテーションを行

うための留意点につい

て考えることができた

か。（学習プリント） 

 

 

 

＜生徒の取組例（学習プリント①）＞     ＜生徒の取組例（学習プリント②）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 実践の結果 

 互いのプレゼンテーションを聞き合い，よい点や改善点を明確にする学習活動では，「①話し手の主張が明

確か。（伝えたいことが，わかりやすいか。）②具体例や根拠を入れるなど，構成や文章を工夫しているか。 

③取り上げた具体例や根拠が妥当か。④目的や場面に応じた言葉遣いをしているか。⑤聞いて分かりやすい

語句を選んでいるか。（難語句や専門用語は易しい言葉にかえる等）⑥資料は見やすくわかりやすいものに

なっているか。⑦資料の提示の仕方は効果的か。（聞き手に配慮した工夫が見られるか。）」というように

評価の観点例を参考にしながら，互いの発表を評価するよう促した。生徒の最初の発表では，取り上げた事



 

 

柄についての説明にとどまり，評価や感想など自分の主張が入っていない発表が多く見られた。そこで，グ

ループの発表から一つを抽出し，よりよいプレゼンテーションになるよう改善する学習活動（４時間目）の

際に，自分が伝えたいことが明確になるよう内容について再度検討させた。改善したプレゼンテーションを

互いに見合い，よりよいプレゼンテーションについて考える学習活動（５時間目）では，グループで話し合っ

た具体的な改善点と録画した発表を比較しながら，よりよいプレゼンテーションについて考え，自分の発表

の改善に生かす姿が見られた。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 

【研究内容①】については，「分析する」「評価する」の認知プロセスに重点をおいた学習指導を工夫し

たことにより，分析した内容をもとに評価を行うという学習過程がより明確になり，分析内容をもとに自分

の考えを明確にする学習活動で自分の考えを広げたり深めたりする生徒の姿が見られるようになった。 

【研究内容②】については，各教科等の言語活動の充実につながる国語科の言語活動の工夫・改善として，

外国語科と連携を図り，共通した言語活動を位置付けた単元を工夫したことにより，国語科で学習した言語

活動がそのまま外国語科で生かされるとともに，身に付けた言語能力を繰り返し活用することで質の向上が

見られた。 

以上のことから，「主に育成すべき認知プロセス」を明確にし，各教科・領域との関連を明確にした言語

活動を取り入れた学習活動を工夫・改善することにより，実生活に生きて働く言語能力を高めることができ

たと考える。  

 

Ⅴ 成果と課題 

 

１． 成果 

 ○ 「分析する」「評価する」の認知プロセスに重点をおいた学習指導を工夫・改善したことにより，生

徒が学習の過程でどのような思考を行っているかについて理解を深めることができた。 

○ 各教科・領域との関連を明確にした言語活動を取り入れた学習活動として，外国語科と連携した実践

を行ったことにより，国語科と外国語科の指導における共通点や相違点が明確になった。 

 

２． 課題 

 ○ 共通した言語活動を設定するだけではなく，それぞれの教科で学習したことがどのようにつながるの

かを整理し，各教科等との連携の在り方をより一層考えていく必要がある。 

（文責 長谷川 美栄子） 
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社 会 科 

 

社会と関わる力の育成を目指してⅡ 
～他者との協働による思考力・実践力の育成～ 

 

附属函館中学校 阿 部 智 子，郡 司 直 孝，伊 藤 健太郎 

 

Ⅰ はじめに 

   

平成 25 年６月に発表された教育振興基本計画には，第２期計画が目指す四つの基本的方向性として社会

を生き抜く力の養成，未来への飛躍を実現する人材の養成，学びのセーフティネットの構築，絆づくりと活

力あるコミュニティの形成が打ち出されている。また，社会を生き抜く力の養成について，社会が激しく変

化する中で自律と協働を図るための能動的・主体的な力である第１「社会を生き抜く力」１）が述べられてい

る。 

  社会科は実社会と深くつながりをもつ教科である。社会科において社会を生き抜く力を養成するためには

何を目指し，どのような方法をとると効果的なのであろうか。今年度本校社会科では昨年に引き続き社会科

における思考力の育成を主眼として研究を進めることとした。またその方法として他者との協働をキーワー

ドに実践を行った。 

  

Ⅱ 研究の経過 

 

 研究主題「社会と関わる力の育成を目指して」は本年度で２年目となる。昨年は思考力・判断力・表現力

の育成を目指した活用の在り方をテーマに資料を適切に読み取り，利用する力（資料活用の能力）を向上さ

せ，この力を利用し，読み取った事象の関連性を考察させることで思考力・判断力・表現力の育成をめざし

た。昨年の実践からは資料から現状を正確に読み取る点と現状と複数の資料を関連付けて考察する点で向上

が見られた一方で，思考の流れをよりスムーズに促すための工夫（ワークシート等）という点で課題が見ら

れた。 

 

Ⅲ 本年度の研究 

  

今年度は，昨年度に引き続き「社会と関わる力の育成を目指して」を研究主題とした。また思考力・判断

力・表現力は社会と関わるには不可欠な力であると考え，今年度も思考力の育成を中心において研究を進め

ている。その方法として他者との協働を積極的に取り入れることとした。他者との協働を取り入れることの

ねらいは，次の２点である。 

  １．他者との協働を取り入れることにより，個々の思考を深めさせる。 

  ２．他者との協働によって実践力を向上させる。 

 １については，自分の考えを持った上で，他者の思考にふれ，お互いに違った角度から思考することによ

り，より個々の思考力を高めることができると考えた。 

 ２については，他者との協働には，自分の思考を表現し，他者の思考を聞き取り，思考を練り上げる過程



 

 

において，コミュニケーション能力が不可欠である。また，このような他者との協働の際に必要なコミュニ

ケーション能力は実践力の一つであると捉えられる。第二次教育振興計画には「特に，東日本大震災を受け，

上記の力の中でも，非日常的，想定外の事象や社会生活・職業生活上の様々な困難に直面しても，諦めるこ

となく，状況を主体的かつ的確に判断し臨機応変に行動する力やコミュニケーション能力などの必要性が改

めて浮き彫りになった。」２）とその必要性が述べられている。そこで他者との協働を行う中でコミュニケー

ション能力等の実践力を向上させようと考えた。 

 以上の２点から次のような仮説を設定した。 

 

Ⅳ 教科研究仮説 

 

 

 

 

 

 

 

１．幅広い知識や諸資料を活用する学習活動について 

 昨年は思考力・判断力・表現力の育成を目指した活用の在り方を切り口として， 

社会的事象に関する資料をもとに， 

・資料から社会的事象を正確に読み取らせる。 

・複数の資料を組み合わせることで関連性を見いださせる。 

 ことで，思考力・判断力・表現力を高めようとした。３） 

この中で，資料から現状を正確に読み取る点と現状と複数の資料を関連付けて考察する点で向上が見られた。 

そこで引き続き，今年度も複数の資料や既得の基礎的・基本的事項（社会科に限らず他教科の学習で得られ

た事項も含む）を活用させることで思考力・判断力・表現力の向上を図りたい。 

 

２．他者との協働的な学習の展開について 

 第２期教育振興計画には協働という点について，まず教育行政の４つの基本的方向性の１，社会を生き抜

く力の養成～多様で変化の激しい社会の中で個人の自立と協働を図るための主体的・能動的な力～４）と打ち

出されている。その成果目標１「生きる力の確実な育成（幼稚園～高校）」においては，生涯にわたる学習の

基礎となる「自ら学び，考え，行動する力」などを確実に育てるとされ，その取組の例として ICTの活用な

どによる協働型・双方向学習の推進があげられている。このような力は今後の知識基盤社会において，必要

なスキルの一つである 

 ICT の活用などによる協働型・双方向学習とはどのようなものだろうか。「21 世紀型スキル」には「協調

的問題解決」の概念として，①グループ内の他の人の考え方を理解できる力，②メンバーの一人として，建

設的な方法でメンバーの知識・経験・技能を豊かにすることに貢献するように参加できる力，③貢献の必要

性やどのように貢献すればよいかを認識できる力，④問題解決のために問題の構造や解決の手続きを見いだ

す力，⑤協調的なグループのメンバーとして，新しい知識や理解を積み上げ，作り出す力５）をあげている。

これらを，デジタルネットワークをツールとした学習で育んでいくのであるが，ICTの活用などによる協働

型・双方型学習とはここに述べられているような学習形態であると考えられる。 

 幅広い知識や諸資料を活用する学習活動を含めた他者との協働的な学習の展開によって，思考力を育

成することができるとともに，主体的に社会と関わり，持続可能な社会の形成者として求められる実践

力を育成することができる。 



 

 

 つまり ICTをネットワークツールとし，グループ内の相互協力によって問題解決に至るような学習活動で

あると捉えることができる。 

 個人の思考力を高めることはもちろん必要であるが，特に多面的・多角的に物事を捉えようとすると限界

がある。たとえば自分の考えたことを批判的に見直すことや，視点を変えてもう一度考えるということを一

人でやることは難しい。しかし複数の人間が同じ課題に関わることで，そのような作業は格段に取り組みや

すくなることが予想される。そして関わったすべての人間に成長が期待される。 

これに関して杉江修治は「学習集団のメンバー一人一人の成長が互いの喜びであるという目標のもとで学

習する場合が協同であり，学習集団の中で誰が一番かを目標にして競い合う場合が競争なのです。」と述べた

上で，協同学習とは「学校のすべての場面における子供の学習に対する支援の基盤にある基本原理に関する

理論」であり，ドイチュの協同の定義にしたがって「『集団の仲間全員が高まることをメンバー全員の目標と

する』ことを基礎においた実践すべて」であると述べている。６） 

 このように，課題に対して学習集団の全員が高まることを目標とした学習のすべてが協働学習であると考

えられる。 

 そこで本校社会科では，他者との協働的な学習とは，自分とそれ以外との目的をもった情報交流の場を意

図的に設定した学習であると定義した。先に述べたように他者との協働には自分の思考を表現し，他者の思

考を聞き取り，思考を練り上げる作業が入ってくる。また，その中では自分の思考と他者の思考の相違点が

洗いだし認識する力（＝メタ認知の力）も必要とされる。今回，他者との協働を取り入れることによって個々

の思考を深めることをねらいとしているが，そのねらいの中には， 

 ・自分の思考を他者に伝えることで思考を整理することができる。 

 ・自分の思考を他者に伝えることでわかりやすく伝える力（表現力）を高めることができる。 

 ・自分の思考と他者の思考の相違点を客観的に捉えることができる。 

 ・課題解決に向けて相互に高めあうことができる。 

ことが含まれている。 

 また，他者との協働的な学習において自分の思考を他者に伝え，他者の考えを聞き取り，それらを検討し

た上で課題解決に向かう行為はこれからの現実社会において不可欠なコミュニケーション力であり，コラボ

レーション力である。これに関して白水始はジグソー活動を例に「互いに自分が考える問いへの答えを伝え

あって，考えながら対話していると，一人ひとり自分なりに答えが見えてきます。この活動を通して，「異な

る意見を統合すれば新しい答えが見つかる」という創造性・イノベーション活動の楽しさが経験できます。

それをどう発表しようか相談し合い，他のグループの表現も聞けるクロストーク活動を通して授業が終わっ

た時，「私の考えは他者と話し合ってよくなる」という気づきが生まれれば，コラボレーションの価値や，ど

ういうときこうやって他人と一緒に考えるとよさそうかを体験的に学ぶことができます。」７）と述べている。

このような体験はまさに現実社会の中で必要とされる実践力であるといってよいのではないだろうか。 

 今年度は他者との協働的な学習を実施することで実践力，つまり現実社会で必要とされるコミュニケーシ

ョン力やコラボレーション力を体験し身につけることを期待して授業実践を行うこととした。 

・社会科における思考スキルについて 

社会科では他者の思考と自分の思考を比較し，共通点や相違点を資料をもとに吟味することで自分の思考

を深め，表現する活動が多く入ってくる。このため思考スキルとしては評価が中心になる。また他教科で学

んだ原理なども利用可能であり教科横断的に知識や技能を利用することができる教科であると考えられる。 

 

  



 

 

Ⅴ 研究仮説に基づく実践例 

 

１．生徒の協働学習に対するアンケート調査及び社会科の有用感について 

1 年生を対象とし，事前に生徒の協働学習に対する意識とアジアのイメージについてアンケート調査をお

こなった。サンプルとして1クラスの結果を提示する。 

＜協働学習について＞ 

 設問 回答 

１ グループでの学習を行ったことがあるか

（小学校時代もふくめて） 

ある100％ 

２ 他の人が自分と違う意見を言った時に自

分はどう思うか 

違うことを言われていやな感じがする0.1％，違うことを言われてそうなんだと納得する81％ 

何も感じない 0.2％ ，その他（いやな感じはしないが自分の意見を強調する。悔しい。すごいなと思う。） 

３ グループで活動することは好きですか？

苦手ですか？ 

 

好き(どちらかといえば好き) 91％ 

※そのうち，理由として思考の広まり深まりにふれた意見～自分の考えだけではなく，相手の考えもきけて得，自分

の意見とは違う意見が出て得る知識も多くなるから。等の意見を寄せたものが４０％程度みられた。 

４ これまでの学習（地理や歴史で学んだこ

と）は今の私達の生活している社会と関

連していると思いますか？ 

思う 94％ 

※その理由として学んだことがニュースや新聞などででてくる，いろいろな地域や自分の国について知識が身に付く

等があげられた。 

５ 社会の授業の中で他の教科（国語・数学・

理科・英語・音楽・美術・体育・技術）

で身に付けたことが役に立っていると思

いますか 

思う 71％  

※役に立っていると思う教科として 

国語（国語の豆知識でやったから。国語の文を読むことが役立っていると思います。国語の漢字など。字や計算が出

てくるので。言語と関連していたりするから。歴史とかで国語とつながる。国語とかで結構わかることが増えるから。

文章をわかりやすくまとめる力が役に立っていると思う。国語の読み取りの力が役立っているから。）数学（数学で

の計算が人口密度に役立っている。グラフを見るときなど。大陸の面積の求めかたなど。計算をしたりとか。割合の

計算など）があげられていた。 

これらのアンケート項目から，グループで話し合う活動は小学校からよく行っており，話し合うことで他

者の意見をとりいれていた様子がわかる。また有用感については思考の方法等よりは社会科で身につけた知

識が現実の社会と関連している。という感じを持っていることがわかる。また国語や数学のスキルが社会科

を学習するうえでも関連していると考えているが，その他の教科とはあまり関わりを感じていないことがわ

かった。 

＜アジアに関するイメージへのアンケート＞ 

 設問 回答 

１ 「アジア」と聞いて，知っている事や思

い付くことを書いてください。 

自分が住んでるところ。日本５。人口が多い６。昔おきた戦争（日中戦争・日露戦争）。中国２。日本。盗作。韓国

２。北朝鮮。韓流スター。貿易。旅行。日中関係。アジアが一番大きい２。発展している。等 

２ 「中国（中華人民共和国）」と聞いて，知

っていることや思いつくことを書いてく

ださい。 

中華５ ごはん ぎょうざ パンダ４ 人口が多い１４。 一人っ子政策など２。お隣さん。なにかと戦争が多い。

戦争。反乱。盗作２。いろいろな民族がある２。日中戦争をした。竹島。拉致問題。日本の植民地。堅いイメージ。

日本が金を渡している。冷凍食品。ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ。ＰＭ２．５。黄砂。共産党。日本との対立。大気

汚染２。きたない。昔はいろいろ教えてもらった。等 

中国へのイメージを述べる生徒が多かったが，東南アジア，西アジアに関しては少なくアジア＝中国とい

うイメージをもっている生徒が多いことがわかる。また，近年の報道をうけてネガティブなイメージも持ち



 

 

 

合わせている。主に小学校での学習やニュースなどで得た知識からイメージをあげているようである。 

 

２．幅広い知識や諸資料を活用する学習活動を含めた他者との協働的な学習の実践 

1 年生地理的分野「アジア」を大観する活動として実施した。自

然，工業，貿易，などの分野で学習をし，それらをもとに「アジア

の特徴」を表現する活動をおこなった。 

生徒はそれぞれの分野で学習したことを個人で紙にまとめている。

そのまとめた事項の関連性を考察させることとした。たとえば工業

が発展しているのは，これまで学習した自然の分野から資源の豊富

さ，貿易の分野から輸出の多さ等を取り出して組み合わせ，資源が

豊富であるため工業が発展し，その製品を輸出することで利益をあ

げている。等の表現をさせることを目標とした。 

協働学習を取り入れたのは，個人でのまとめをおこない，関連性について考察させた後の段階である。 

・タブレットを利用して他の生徒のまとめをダウンロードし参考にさせる。 

   →簡易版のルーブリックをもとに授業者が他の生徒のまとめの良い点を紹介する。 

・協働学習を実施し，他の生徒と意見交換をおこなうことで，自分

の思考を他の角度から検討する。 

   →近くの座席の生徒３～４人とタブレットにダウンロードし

た他者の情報を利用して井戸端会議的に話し合いをおこなう。 

・個人に戻り，話し合いを参考にしてアジアの特徴を表現する。 

ことを１単位時間の中で実施した。 

また，これまでの学習の中で，ベン図 KJ法などの思考方法を学

習，また協働学習実施の目的として思考を高める，深める役割があ

ることを随時確認しながら学習を進めている。 

本実践での思考スキルは他者の意見を吟味し利用する評価を利用

することとなる。 

 

 

 

Ⅵ 成果と課題 

 

授業内での協働学習の場面ではそれぞれの考察した関連性を交流し，どうすればよりよいまとめとして表

現されるか話し合いがなされた。  

この学習を経て，アンケートをとったところ，「協働学習の効果はどんなところで感じたか」という設問に

対して，96％の生徒が効果があると感じていた。具体的には「いろいろな人の意見が聞けたために新たな発

見があった。」「自分が気付かなかったところの発見やまとまらない時にアドバイスがもらえる」等の思考の

深まりに役立った，という回答と，「役割分担などをして，自分の仕事に責任をもつ」「効率よくプレゼンの

準備ができる。」「友情が深まる」等の集団作りに関わる達成感の回答とに分かれている。現実の社会の中で

必要とされるコミュニケーションスキルが向上したことを生徒が実感していることが見取れるが，今後思考

を深める手立てとしての面をどのように強調していくかが課題の一つとしてあげられる。 

図2簡易的なルーブリック 

図1協働学習の様子 



 

 

 

 これに関わって，授業のねらいを生徒にどのように提示するかという

点も課題の一つとして浮かび上がった。協働学習の中で生徒は「どのよ

うな内容でまとめるか」と「どのような表現方法でまとめるか」の二つ

の方向で話を進めていた。これは簡易的なルーブリックの中で表現の目

標と思考の目標とが混然としていたためであると考えられる。最初に個

人でまとめた段階のワークシートを評価し簡易的なルーブリックを作成

しているが，評価をどのようにルーブリックに反映させるか，また生徒

の思考をスムーズに行うためにどのような指針をあたえるべきなのか，

今後も工夫が必要な点である。 

 また，時間の確保ということも課題の一つである。思考をする場面，協働学習をする場面を授業に取り入

れることは生徒の思考力を伸ばすうえで効果的であることは言うまでもないが，十分に思考させる時間を限

られた時数の中でどのように生み出すかも工夫しなければならない。単元構成の工夫や１単位時間での工夫

が必要となる。 

 

Ⅶ おわりに 

 

 知識基盤社会においては，知識をたくさん身に付けているかよりも，いかに知識を使いこなせるかという

点に重点が置かれていく。情報は世の中にあふれている。それを取捨選択し，利用する力こそがこれから必

要とされる。どの教科もそうだが，特に社会科は様々な事象を立体的に捉えたうえで「自分はどう思うのか」

「自分ならどのような選択をするのか」を考えることがますます必要とされるだろう。現実社会と学びがつ

ながっていることが実感できて，現実社会に生徒が歩みだしたときに自分で考え選択できる力が身に付く学

びをこれからも追究していきたい。 

（文責 阿部智子） 
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自ら数学を探究する生徒の育成を目指してⅡ 
～問題解決能力の伸長と教科・領域を横断した思考力の育成～ 

 

附属函館中学校 森   茂 之，大 山 裕 之 

 

Ⅰ はじめに 

 

平成 25 年６月に閣議決定された第２期教育振興基本計画においては，社会を生き抜く力を備えた，未来

への飛躍を実現する人材としての資質や能力である 21 世紀型の学力の育成が強調されている。昨年度，数

学科においては，確かな学力を身に付けるための教育内容・方法の充実を目指し，身に付けた思考力・判断

力・表現力を問題解決のプロセスの中で用いながら，既習の知識・技能を働かせて，問題解決に取り組む授

業の工夫・改善に取り組んだ。そして，数学的な活動の中で，言語活動を生かしながら新たな知識・技能を

身に付ける問題解決能力の育成を図る研究を推進し，一定の成果を得ることができた。 

そこで今年度は，これまで研究の柱として重要視した課題発見能力や問題解決能力の育成を図ることはも

ちろん，ブルームの知識の認知プロセスを教科・領域を横断した思考力として授業に位置づけ，21世紀型の

学力の育成を目指す研究を推進したいと考えている。 

 

Ⅱ 研究の経過 

 

本校では平成23年度と24年度の２年間，思考力・判断力・表現力の育成を目指した学習評価の工夫につ

いて研究を進め，課題解決の過程で，知識・技能をどのように活用したのかを評価し，指導の改善に結びつ

けることによって，より確実に知識・技能を習得させることができた。そして昨年度は，既習の知識・技能

を活用して主体的に課題解決に取り組み，思考力・判断力・表現力を高めながら新たな知識・技能を獲得し

ていく学習サイクルや，この一連のサイクルに必要とされる「問題解決能力」や「課題発見能力」に視点を

あてた研究を行った。その中で，問題解決のプロセスを明確にし，様々な場面で取り入れていくことにより，

それらの能力の向上を図ることができるのではないかと考え，研究を進めている。また，あるひとつの課題

を解決した後に生まれる新たな疑問（課題）を大切にし，「もしそうでなければどうなるだろうか」という

what if notの考え方により，一般化する方法は有効であった。 

一方で，身に付けた知識・技能をより一般的な形として，日常生活で直面した問題の解決に結びつけるた

めにはどうすべきか，さらに，研究を進めていかなければならない。 

 

Ⅲ 本年度の研究 

 

１． 本校研究との関連と教科研究主題設定理由について 

本年度の本校研究主題は「今，求められる 21 世紀型の学力の育成を目指して」である。数学科では，昨

年度までの研究で見い出した課題を踏まえ，「確かな学力」を確実に身に付けていくために必要な「問題解決

能力」を育成するための研究を推進していくことが必須であると考え，継続して本年度の数学科研究テーマ

を「自ら数学を探究する生徒の育成Ⅱ ～問題解決能力の伸長と教科・領域を横断した思考力の育成～」と



設定した。問題解決能力を高めるための数学的活動はどうあるべきか，また，身に付けた知識・技能をより

実践的に使える力に向上させるにはどうあるべきか等について実践研究を展開していく。 

 

２． 問題解決能力の育成について 

(1) 確かな学力と問題解決能力 

文部科学省は，「確かな学力」を次のように定義している。１） 

○知識や技能はもちろんのこと，これに加えて，学ぶ意欲や自分で課題を見つけ，自ら学び，主体的

に判断し，行動し，よりよく問題解決する資質や能力等までを含めたもの。 

「問題解決的な学習」は，中学校学習指導要領解説総則編において次のように説明されている。２） 

○これからの学校教育においては，変化の激しいこれからの社会を考えたとき，また，生涯にわたる

学習の基礎を培うため，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに，それらを活用して課

題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成を重視した教育を行うことが必要であり，生

徒がこれらを支える知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む態度を養うことは極めて

重要である。このような資質や能力を育成するためには，体験的な学習や基礎的・基本的な知識・

技能を活用した問題解決的な学習を充実する必要がある。 

上記の説明からも，「確かな学力」を育んでいくためには，体験的な学習や基礎的・基本的な知識・技

能を活用した問題解決的な学習を通して新たな知識・技能を習得したり，数学的な見方や考え方を高めた

りすることを繰り返していくことが必要である。問題解決能力は，このような学習活動を充実させるため

の基盤となる力である。つまり，問題解決能力とは，問題を見いだし理解し，これまで身に付けた知識・

技能を活用して解決の見通しを定め，実行し，解決した内容を吟味する力ととらえることができる。 

 

(2) 問題解決能力を効果的に高めるための指導の在り方 

問題解決能力を高めるためには，問題解決的な学習を充実させ，繰り返していく必要がある。 

問題解決的な学習については，本研究紀要総論部分でも示した通り，５段階のステップによる構成を考

えている。 

本校では平成 20 年度から３年間，数学的活動について研究を推進してきた。数学的活動は「生徒が目

的意識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのある様々な営み」を意味している。数学的活動を分類・

構造化したものと，問題解決的な学習の流れとの関連を考えると，表１のように表すことができる。 

 

表１ 問題解決的な学習と数学的活動のかかわり 

問題解決的な学習 数学的活動 

A 課題（問題）の 
発見・理解 

・日常の事象などから数学をみつける。（数学化） 
・事象を数学の問題とする。（定式化） 
・既習の数学と結びつける。（結合） 
・必要な情報を整理する。（整理・焦点化） 

B 自力解決（解決の計
画⇒計画の実行） 

・用語や記号，表，式，グラフ，図などで表現や解釈をする。（表現，解釈） 
・数学の処理や考察をする。（処理） 

C 検討・学び合い 
・コミュニケーションを通して，個人や集団の考えを深めたり広げたりする。 

(コミュニケーション) 
・根拠を明らかにし，それに基づいて筋道を立てて説明する。（論理的説明） 

D 学習のまとめ ・既習の数学を発展させる。（発展） 

E 適用・一般化 ・事象に適用し判断する。（解釈） 



このように，問題解決的な学習と数学的活動は密接に関連しているものと考えることができる。した 

がって，問題解決能力を効果的に育成していくためには，問題解決的な学習の流れを基本としながら，そ

れぞれの場面における数学的活動を一つ一つ充実させていく必要がある。 

 

３． 数学科で育成すべき思考力と認知プロセスの過程について 

中学校学習指導要領解説数学編には，改善の基本方針として，数学的な思考力・表現力に関して，次のよ

うに記述されている。３） 

 

数学的な思考力・表現力を育成するための指導内容や活動を具体的に示すようにする。特に，根拠 

を明らかにし筋道を立てて体系的に考えることや，言葉や数，式，図，表，グラフなどの相互の関連 

を理解し，それらを適切に用いて問題を解決したり，自分の考えを分かりやすく説明したり，互いに 

自分の考えを表現し伝え合ったりすることなどの指導を充実する。 

 

このように，数学科における思考力には，根拠を明らかにし筋道を立てて体系的に考える力を中心に，言

葉や数，式，図，表，グラフなどを適切に用いて問題を解決していくことができるよう求められている。こ

れらは，表１で示した問題解決的な学習に必要な数学的活動と重なる部分である。また，数学的な活動には，

帰納や類推，演繹などの数学的な考え方を利用することが求められており，これらの活動は，本校で重点を

置いている思考力育成のための認知プロセス，「４分析」にあたると考えた。認知プロセスの分析は，互いの

関連を考えたり，構造化したりしながら整理し，まとめていく力であり，今年度の数学科で育成すべき重点

とした。 

数学科で重点としている認知プロセス「分析」は次のように３つに分類される。 

①区  別 

必要と思われる情報を選択し，一定の基準をもとに絞り込んだり，情報の分別を

行う。 

※方程式を立式する際，立式に必要な条件を見分ける 

※方程式を解いた後，その値が題意を満たしているか考える 

②整  理 

あるカテゴリーにしたがって分類したり，統合したりしながら，整理する。 

 ※文字式の導入で，マッチ棒で合同な図形をつくるとき，その考え方を整理する。 

※あるデータをヒストグラムなどを用いて整理し，その傾向を説明する。 

③原因解明 

ある出来事の原因を様々な角度から考え，その原因となる事象を究明する。 

※正多面体が５種類しかない理由を考える。 

※数当てゲームの理由を，文字を使った式で説明する。 

   

４． ICT機器を活用した授業実践 

本校においては，総論での説明のように，１人に１台のタブレットPC を貸与し，様々な活動で自由に使

用することができる。数学科では，日常の授業の学習用具の１つとして，毎時間教科書やノートと同様に利

用することができる。また，問題解決的な学習の場面での効果的な活用を考えている。 

(1) 問題（課題）把握への活用 

操作を伴う問題の場合，生徒が実際に操作することが効果的である。授業者や発表者が代表して操作を

見せるよりも，生徒一人一人が操作をして問題を実感することが大切である。これらのような場面におい

て効果的な活用が期待できる。 

また，電子教科書を利用することにより，様々なシュミレーションを利用したり，解決のヒントを得た



りすることもできる。 

(2) 考えた内容を伝え合う場面への活用 

問題解決的な学習では，解決の過程において様々な見通しや考え方が出される。これらを伝え合う際，

ICT機器を活用することによって，黒板に書いて説明する方法以外に，自分のノートやワークシートを画

像データ化し，教室で共有することができる。また，自分の説明を録画し，説明の質の向上に役立てたり

するなど，コミュニケーションの場面において工夫の幅が広がることが期待される。 

(3) 評価への活用 

生徒の自己評価や授業への要望，新たにわかったことなどを記述させ，次の授業に生かすには，ノート

やワークシートの点検に多くの時間が必要となるが，ICT機器を活用することによってその処理を素早く

進めることができる。学習評価の素早い処理は，個に応じた指導の充実や，指導の工夫・改善につながる

と考えられる。また，授業における観察やノート・ワークシート・テスト等の従来の評価方法と組み合わ

せることによって，生徒を多面的に評価することができると考えられる。 

(4) 思考過程でのツールとして 

生徒の興味・関心をもった題材や解決途中の問題など，電子教科書などと同様に，インターネットによ

る検索やフリーソフトを活用した問題の解決などに利用できる。また，電卓の機能においても，一般の電

卓にはない，専門の機能の利用も考えられる。 

 

Ⅳ 教科研究仮説 

 

前述のように，確かな学力を身に付けていくためには，問題解決的な学習の流れを基本としながら，数学

的活動を充実させ，問題解決能力を育成していく必要がある。生徒がより主体的に取り組むための問題や学

習活動の工夫の実際，生徒の変容等について追究するために，本年度の研究仮説を以下のように設定した。 

 

問題解決能力や課題発見能力の育成を目指した数学的活動を充実させ，教科・領域を横断した 

認知プロセス（分析）を授業に取り入れることにより，数学的な思考力が育まれ，21世紀型の学力 

を育成することができる。 

 

Ⅴ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 問題解決的な学習の実践例 

(1) 題材「打球は東京ドームの天井にぶつかるだろうか～２次方程式の利用～」 

この題材は，２次方程式を用いて身近な問題を解くことをねらいとしている。投げ上げられた物体は，

その速さにより，何秒後に何ｍの高さにあるか重力加速度を用いた式で求めることができる。それを，打

球の速さとドーム球場の天井の高さに結び付けて授業を組み立てた。 

(2) 問題の工夫 

２次方程式の利用の場面では，「 x とおくものを決める」，「２次方程式をつくり，適切な方法で解く」，

「解を吟味する」，「答えを求める」の手順で解答する。特に，解の吟味では，単純に正であればよいとか，

整数であればよいのような安易な考えに陥ることがある。そこで，方程式を解いて得られた値がどんな意

味をもつのかをじっくりと考えさせたいと思い，この授業を構築した。また，その際に，その解のもつ意

味を，問題の情報をもとに分析するという認知プロセスを用いている。 



(3) 学習活動の工夫 

① 問題把握 

４月の修学旅行の際に訪れている東京ドームを取り扱い，「天井に打球をぶつけることは可能だろうか」

という問題を導き出し，解決に必要な情報は何かを考えるところから授業は始まる。必要な情報の整理と

不必要な情報の整理をすることで，この問題の本質を見極め，解決に導く指針となることができる。 

② 解決の見通し 

解決の方法は大きく２つあり，東京ドームの天井の高さ60ｍになる時間を求める式を立式するのか，最

高到達点を求める式を立式するのか，整理した情報をどのように使うことで解決に導くことができるのか

を考え，見通しをもたせ，交流する場を確保した。 

③ 検討，学び合い 

本時の目標が，「２次方程式の解の意味を理解し，問題の解決に結びつけることができる」であるので，

解と問題の解答（天井にぶつかるかどうか）がどのように結びついているのかを，図や言葉で説明する場

を設け，交流させた。また，天井の高さが東京ドームより高い70ｍである大阪ドームではぶつけることが

できるかについても，その時の式と解がもつ意味を考えさせ，交流させた。 

  ④ 適用・一般化 

③の段階でぶつからない場合，どうすればぶつけることができるか。という問題に発展させ，打球スピ

ードに注目させ，時速何ｋｍ以上にすればよいか考えさせ，２次方程式の解の判別式の内容や，二乗に比

例する関数の放物線まで紹介し，次の単元への橋渡しとした。 

(4) 授業実践の概要内容 

○学習目標 

・問題の解決に２次方程式を利用し，適切な答えを導くことができる。【数学的な技能】 

・２次方程式の解の意味を理解し，問題の解決に結びつけることができる。【数量や図形についての知識・理解】 

学習活動 教師の働きかけ 

指導上の留意点 

本時で重点を置いて指導したい 

認知プロセス 

１ 次の問題を考える。 

 

 

 

 

２ 解決に必要な情報を確認する。 

  打球のスピード，ドームの天井の高さ  

など 

  

※一般的な打球スピード 126ｍ／時，東京ドー

ムの天井の高さを60ｍとして考える。 

 

３ ２次方程式を解き，求めた解が，問題の解

決にどのように関係しているか考える。 

 

 

４ 東京ドームより天井が高い大阪ドームで

は，ぶつけることができるかどうか考える。 

 

５ 大阪ドームでは打球のスピードをどのく

らいにすると，天井にぶつけることができる

のか考える。 

 

 

 

 

 

 

○前時に行った，物体の速度・時間・高さに関

する式を確認する。 

  

 秒速a ｍの速さで投げ上げた物体の x
秒後の高さをh ｍとすると， 

    で表される。 

 

○得られた解が，「ぶつけることができるどう

か」という問題の解決にどのように関係して

いるか考えるように指示する。 

 

○大阪ドームの天井の高さを 70ｍとして考え

させる。 

○解がないことが，この問題の解決にどのよう

に関係しているか考えるように指示する。 

 

 

 

 

 

・空気抵抗や重力などの影響が関係してくる

が，それを考慮しないで考える。 

 

 

 

 

 

 

「４分析」 

  →２次方程式を解き，得られた解が，問題

とどのように関係しているかを考え，結論

を出す。  

 

（問題） 1988年に完成した東京ドームは，野球の打球が屋根に当たらないように設計された。当時，長嶋茂雄は「この天井にボール

をぶつけることは無理でしょう」と言っていました。 

本当にぶつけることはできないのでしょうか？ 

 

25xaxh 



２． 実践の結果 

(1) 問題把握の場面について 

本校で使用しているワークブックに，「秒速 25ｍの速さで地上から物を投げ上げるとき，t 秒後の高さ

をh ｍとすると，およそ，
2525 tth  と表される。物体の高さが 15ｍになるのは，投げ上げてから何

秒後ですか。」という問題があり，それを身近でより具体的な問題として提示できないか考え，東京ドーム

の天井にぶつけられないだろうかという問題にして提示した。また問題把握の場面では，「打球を天井にぶ

つけることは可能だろうか。」として，情報を入れない形で提示し，必要な情報

を自分で考え，整理させることで，より問題を理解させようと考えた。 

 生徒からは，解決に必要な条件として，打球スピード，打点の高さ，打ち出

す角度，投球のスピードなどが出され，解決の見通しを持ちながら，必要な情

報を整理することができた。しかし，理科の「物体にはたらく力」で学習した

摩擦力，合力，分力・重力などの既習事項との関連を考慮しなかったため，打

ち出す角度や摩擦，抵抗，重力などを考えずに解決することとしたたて，違和      

感を持った生徒がいたようであった。学習内容の関連は，考慮してはいたが，

生徒の反応をさらに予測した計画が必要であった。 

(2) 解決の見通しをもつ場面について 

必要な情報を整理しながら，解決の見通しを持たせ，それを交流することで，自分の考えをよりよいも

のに発展させたり，よりよい解決方法に方針を変えたり，見通しを持てなかった生徒が見通しをもつこと

ができたりするなど，問題解決能力の育成に向けて効果的な場面となった。 

 (3) 検討・学び合いの場面について 

  求める２次方程式は２種類あり， 60535 2  xx を

解くと 4,3  xx の解が， 0535 2  xx を解くと，

7,0  xx という解が得られる。しかし，どちらの場

合も解が出た段階で，その解の意味を質問しても答えら

れない生徒が多い。この解は，何を意味するのか，問題

の答えである「天井にぶつけることができるか」の解決

にどのように結びついているのかを図や式，言葉などで

考える時間を保証し，交流させた。 

  また，東京ドームより天井が高い 70ｍの大阪ドームではぶつけることができるかを考えさせ，

70535 2  xx を解くことで得られる      とは何を意味するのかも考えさせ，「解が存在しな

い」＝「70ｍの高さに到達することはない」という結論を導かせ，2 次方程式には解がない場合もあるこ

とを知らせ，具体的な場面とともに実感させることができた。この検討の場面が，認知プロセス（分析）

の利用にあたり，これまで学んだ知識を使い，問題からわかる情報を選択し，絞り込みながら，検討して

いく過程である。 

(4) 適用・一般化の場面について 

  大阪ドームでぶつけるにはどうすればよいだろうかという新たな疑問（課題）を取り上げ，様々な角度

から考えさせた。先ほどの       の解から考えると， の中が正になるにはどうすればよい

かと考えると，解の判別式の考え方が出てくる。さらに，打球の速さを秒速a ｍとして方程式を作れば，

705 2  xax が重解をもつa の値を求めるのなら，完全平方式の作り方の考えを利用できる。また２次

関数の最大値や頂点の考え方にもつなげることができる。これらの考え方の導入場面として，解決の時間

2
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図１ 生徒が考えた図 

図 2 生徒のワークシート 



と交流の時間を設け，解決に導いた。 

 

Ⅵ 仮説の検証 

 

教科研究仮説，「問題解決能力や課題発見能力の育成を目指した数学的活動を充実させ，各教科・領域を横

断した認知プロセス（分析）を授業に取り入れることにより，数学的な思考力が育まれ，21世紀型の学力を

育成することができるだろう」について検証する。 

今年度の研究は，昨年度からの継続で２年次目にあたる。昨年度より継続して，問題解決能力や課題発見

能力の育成を目指した数学的な活動の充実を目指して取り組んできた。表２は総論の 19 ページに掲載され

ている学期毎の授業アンケートの昨年度と今年度の同生徒の１学期の結果の比較である。その結果，昨年度

より継続して取り組んでいる２・３年生においては，これまでより，意識的に問題解決的な学習のプロセス

を取り入れた授業の工夫などにより，授業に対する充実度が向上していることがわかる。もちろん，この質

問項目だけでは，十分な検証結果として根拠があるものではないが，今後，質問項目や評価項目を検討しな

がら，さらに詳しい分析が必要と考えている。 

 

表２ 平成25年度・平成26年度１学期授業アンケートの結果から抜粋 

 わかる授業が多かったか 充実した授業が多かったか 

 25年度1学期 26年度1学期 25年度1学期 26年度1学期 

現3年生 

（25年度2年生） 
60.2％ 95.0％ 62.5％ 95.0％ 

現2年生 

（25年度1年生） 
82.3％ 89.3％ 85.8％ 90.4％ 

 

また，認知プロセ

スを取り入れた思考

力の育成については，

「分析」について重

点を絞り，授業に取

り入れてきた。その

結果，実践例にある

ように，必要な情報

を整理したり，情報

の分別を行えるよう

になった。また，図

３では，星型多角形

をタイトルに生徒が 

作成したレポートであるが，様々な星型多角形を分類しながらまとめ，一般化することができるようになっ

ている。このように，情報を整理しながらまとめ，解決に結びつけることができるようになり，思考力の向

上が見られている。 

図３ 生徒が作成したレポートの例 



Ⅶ 成果と課題 

 

本年度の研究を通して次のような成果が得られた。 

○問題解決能力や課題発見能力の育成のために数学的活動を取り入れたり，問題解決的な学習のプロセス

（課題の発見理解→自力解決→検討学び合い→まとめ→一般化）に沿った授業展開を工夫し，定期的に

取り入れることで，主体的な学習態度が向上し，効果的に授業を進めることができた。 

○思考の認知プロセスを授業の中に取り入れていくことで，思考力の向上を図ることができた。 

 

また，今後の研究の取り組みにおいて，次のような課題が明らかとなった。 

○思考の認知プロセスは，一つの教科だけで育成するものではない。今後，他教科での指導の方法を取り

入れながら，連携した指導を目指していかなければならない。 

○日常の生活で直面する諸問題に対応するためには，授業で培った基礎力や思考力だけではなく，実践力

も必要とされる。授業でも，より日常の諸問題に近い問題を取り扱い，実践力の育成を図っていきたい。 

○問題解決能力や課題発見能力の見とりについては，引き続き，研究を進めていかなければならない。 

特に，問題を見いだす（認識する）力，解決の見通しを定める力，解決を実行する力，解決した内容を

吟味する力の４つの観点に分けて評価し，評価データを蓄積していく必要がある。今後，これらのデー

タを蓄積し，問題解決能力の高まりと知識・技能，数学的な見方や考え方，主体的な学習態度の高まり

の関係を分析していきたい。 

 

Ⅷ おわりに 

本年度は問題解決能力の育成と知識の認知プロセスの育成について実践を行ってきた。問題解決能力は，

それのみが伸びていくのではなく，活用することのできる知識・技能や数学的な見方や考え方，主体的な学

習態度とともに育成されていくものであるということがわかった。今後も確かな学力をバランスよく育んで

いくために，問題解決能力の育成について実践を継続していきたい。 

（文責 大山 裕之） 
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  理 科 

 

科学的な問題解決能力の育成を目指してⅡ 
～各教科や領域と連携し問題解決能力の伸長を目指した思考力・実践力の育成～ 

 

附属函館中学校 田 中 幸 樹，金 子 智 和 

 

Ⅰ はじめに 

  

新学習指導要領の完全実施も軌道に乗り，「ゆとり教育」の修正がどんどんと進む現在，子どもたちを取り

巻く環境や情報も加速的に進化や進歩をしている。とりわけ 21 世紀は，「知識基盤社会」の時代と言われ，

膨大な量の情報を共有，蓄積，吟味し，自らの方法を工夫して問題を解決する力を身に付け，生涯にわたっ

て学習することが期待されるようになった。そのための主要能力として培われるべきものとして問題解決能

力がある。よって，これからの日本の教育における中核である「生きる力」を育む方策の一つとして，問題

解決能力の育成があり，現在の学校教育には，その計画性や実績の蓄積が求められている。そこで，中学校

理科においてその育成をはかるとき，どうしても科学的な思考力の育成を避けて通ることができなく，急務

であると言える。 

しかし，科学的な思考力の育成として求められているレベルは意外と高く，また，思考力を働かせるため

の下支えである「知識」の量も，多様な解決策を工夫するためには絶対必要な条件である。  

そこで，今年度の本校理科においては，思考力を伸長させるための認知プロセスを明確にした授業を積み

重ねて，昨年度から続けている「問題解決的な学習」の「課題発見の能力」や「自力解決」段階における思

考の働かせ方に重点をおいて実践を増やし，現段階での成果や今後の課題を明らかにすべきと判断し，体系

付けの計画・実行を始めた。 

 

Ⅱ 研究の経過 

  

主体的な問題解決能力の育成を実践するため，「問題解決的な学習」に注目し，知的好奇心や探究心といっ

た学びの根幹にも迫ることとし，「主体的」を，「自主的」や「自発的」を含む広義の「主体的」なものをと

いう位置付けを昨年度から始めた。理科における問題解決的な学習ついては思考の段階を設け，「自然の中か

ら自らが問題を見出す『課題発見の能力』」から始まり，「習得した知識等をもとに仮説を立てる」や「仮説

検証のための実験や観察方法を考案する」という『自力解決』，「考案した実験・観察を実践し，結果を科学

的に分析する」の『検討・学び合い』，「科学的に考察し結論を導く」の『学習のまとめ』，「実生活や実社会

に応用する」の『適用・一般化』の各段階の連続とし，どの部分に現状の課題が存在するのか，各調査から

掘り下げた。その結果，2006年度小・中学校教育課程実施状況調査「特定の課題（観察実験）に関する調査」

では，学校の理科の範囲で問題解決のプロセスに課題があることが明らかになり，国際調査の TIMSS2003

年調査の理科の成績や PISA2003 年調査の科学的リテラシーは，全体としては国際的に上位にあるものの，

科学的な解釈や論述形式の設問，日常生活と関連の深い設問に課題があること，また，PISA2006 年調査で

は，実社会や実生活の場面で問題解決の科学的能力に課題があることがわかった。 

 これらから，問題解決のプロセスにおける初めの段階に当たる「自ら問題を発見すること」や「観察，実



験の方法を考案すること」と，おわりの段階に当たる「科学的に考察して結論を導くこと」や「実社会や実

生活に応用すること」に課題が見られると判断し，①自分の予想や仮説，その検証方法，考察，結果等を自

分なりにまとめ表現する経験をつむことと，②生徒が目的や意義を明確にしながら，観察，実験のデータを

整理しグラフをかき，その結果から規則性に気付くような指導を充実すること，の２点から伸長を図ること

ができると仮定し，１年目の昨年度は，「自分の予想や仮説」と，「目的や意義を明確にしながら」の部分に

重点を置いた研究を進めた。 

まず１つ目の段階である，「自然の中から自ら問題を発見する力」の育成を目指し，単元初めにおいて，そ

の単元に関係ある事柄で普段から疑問に思っていることを洗い出し，学年生徒全員の分集め，ある程度に共

通する課題かつ年間指導計画とリンクする設定をし直し，余剰時間に発展的内容として扱った。 

 また，２つ目の段階である「習得した知識等をもとに仮説を立てる」の段階において，ワークシートの工

夫を行った。昨年度は4Qsという学習方法の活用を行い，思考の流れを大切にしたワークシートが，生徒に

とって真実に迫る仮説を立てていける要因となると考えたが，発達段階にバラつきがあるため，可能な学年

を探さざるを得なかった。 

 

Ⅲ 研究の仮説 

 

 昨年度の研究結果から，トピック的に余剰時間を使って挿入した実生活内の疑問は，あくまで余剰時間を

当てにしたもので，体系付けとまでは言えず，4Qsを活用した仮説を立てていく学習方法も，発達段階を考

慮する必要性が出てきた。また，平成 24 年度の全国学力・学習状況調査の結果も公表され，理科において

は，観察・実験の結果などを整理・分析した上で，解釈・考察し説明することが課題とされる，これまでの

調査と同様の内容の報告もなされた。これらから，実生活上の疑問や，観察・実験の結果等を広義の「科学

的な資料」としてとらえ，資料の適切な提示や選択・読み取りを行うことを「分析・整理」と位置付けて，

年間指導計画に明記して問題発見能力の伸長の手立てを考えていくことと，自力解決のためにそこから規則

性などを見出すための考察を行うことをメインにし，研究仮説を以下の１つに絞った。 

 

 

 

 

 このような仮説のもと，思考力の認知プロセスを明確にした学習活動の展開を積み重ねて仮説検証を行う

ことにした。また，理科における重要な認知プロセスを他教科や領域との共有や連携して意図的に増やすこ

とを計画し，実践に取り入れて，その伸長を多方面から迫ることで，より良い成果を期待するものとした。 

 

Ⅳ 研究の内容 

 

１．「資料」の捉え方 

現３年生の昨年度から積み上げた「実生活上の疑問」の洗い出しによる，疑問の傾向はすでに把握できて

おり，現行の年間指導計画の余剰時間を当てにした取り入れ形をとった昨年度の方法よりも，しっかりと年

間指導計画の中に位置づけられた学習活動とすることが，生徒の思考力を育む上でより効果的であると考え

た。また，観察・実験したデータを処理したものや書いたグラフの分析する力も求められている現状から，

授業内で目的をしっかりとさせて行った観察・実験の「データやグラフ」自体も，それが何を表現している

生徒が目的や意義を明確にしながら資料を読み取り，その結果から規則性に気付くような

指導を充実することによって，科学的に考察して結論に導くことができる 



ものかを，思考力を働かせて分析していく上で重要な「資料」となり得ると判断し，それらも年間指導計画

に位置付ける必要があると考えた。よって，ここでいう「資料」は思考力を働かせるために生徒が捉えやす

いもの全体を指すものとした。下図１の「主な学習内容」内に一部抜粋記述してある。 

 

２．理科における認知プロセスの重要段階 

全国的な統計で示されている，中学生の理科学習の弱点とも言える「分析」や「整理」する力は，実験や

観察，実生活の中の現象を通して，どうしてそのような結果になるのかや，このデータになる理由はどうし

てか，などを追求するための伸ばすべき思考力であるため，ブルーム・タキソノミーの認知プロセスのカテ

ゴリーで示す「４．分析する ①区別 ②整理 ③原因解明」が第１の重要段階と考える。その次に，資料

の分析結果から規則性を見出すために仮説を立てて説明していく力の「６創造する ①発案 ②計画」が重

要段階と捉えることができる。そこで，今年度は上記1における「資料」と同時に，重要な認知プロセスも

年間指導計画に明記し，授業計画を，資料を使って認知プロセスを絞って取り組むことができるようにした。 

 下の図１が，抜粋したその年間計画の一部である。 

・実験を行い，BTB溶液の色が緑色になったときの水溶液

を蒸発させ，残ったものを調べる。≪資料→電流を 流し

た時のグラフ≫

・結果を発表し，たがいの性質を打ち消し合う反応が起こ

ることについてまとめる。≪ 資 料→ 酸っ ぱい 食べ 物の

緩和方法≫

・前時の結果から，水素イオンと水酸化物イオンはどう

なったかを考え，中和についての説明を聞く。

・塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えていくときのよう

すをイオンのモデルで表すとどうなるか考え，発表する。

４　分析
③原因解
明

２　理解
④要約

２　理解
①解釈

・中和と中性について理解する。

・塩のでき方について理解する。≪資 料→ モデ

ル提示≫

・硝酸と水酸化カリウム水溶液や，硫酸と水酸

化バリウム水溶液を混ぜ合わせたときのようす

を観察する。

・水にとける塩と水にとけない塩があることを

理解する

２　理解
④要約

３　応用
①遂行

２　理解
①解釈

４　分析
②整理

２　理解
⑤推測

２　理解
③分類

４　分析
②整理

６　創造
①発案

４　分析
②整理

１　思出
②想起

４　分析
①区別

４　分析
③原因解
明

２　理解
②例証

３　応用
②実践

5

化学変化とイオン
第３章　酸・アルカリとイオ
ン

⑧中和により塩と水ができること
について理解させる。
⑨中和と中性の違いについて理解
させる。
⑩中和の様子を，イオンのモデル
を使って考察させる。

6

生命の連続性
　第１章　生物の成長と生殖

①細胞分裂のしくみに興味をもち，多

くの分裂像を観察しようとする態度を

育てる。

②プレパラートをつくり，いろいろな

分裂像を見つけ出し，正確にスケッチ

させる。

③細胞が分裂するときの染色体のふる

まいについて理解させる。

④被子植物の受精と発生の過程につい

て理解させる。

⑤無性生殖について，例をあげてその

特徴を説明させる。

⑥動物の受精と発生の過程について理

解させる。

⑦減数分裂と体細胞分裂の違い，有性

生殖と無性生殖の子の形質の違いを理

解させる。

⑧有性生殖と無性生殖の違いについて

説明させる。

7

運動とエネルギー
第１章　運動の規則性

①ストロボ写真に興味をもち，運
動が始まる原因について考えよう
とする態度を育む。
②２力のつり合いについて理解さ
せる。
③つり合っている２力を調べる実
験を行い，結果を力の矢印で記録
させる。
④分力の意味を理解させる。
⑤斜面上の物体にはたらく重力
を，斜面に垂直な方向と水平な方
向に分解して考察させる。
⑥物体の速さについて理解させ
る。
⑦記録タイマーを的確に操作し，
物体の運動の記録を取らせる。

・生物が成長するとき，細胞はどのように変化するのか発

表する。

・細胞が分裂するときには，どのような変化が起きている

のかを考え，発表する。≪資料→見本の提示≫

・体細胞分裂について，染色体が複製され2つの細胞に等

しく分配され，もとの細胞と同質の2つの細胞ができるこ

とを知る。

・観察を行い，細胞分裂が行われている細胞を探してその

ようすをスケッチする。

・スケッチした細胞を染色体のようすや細胞の大きさに注

目して，細胞分裂の順に並べて発表する。≪資料→黒板

用分裂シート≫

・生物の成長と細胞分裂についての説明を聞く。

・細胞分裂の順序を確認する。

・植物の生殖について理解する。≪資料→ビデオ教材≫

・植物の受精と胚について理解する。

・柱頭に受粉した花粉はどうなるか考える。

・観察を行い，花粉管がのびるようすを観察する。

・２力の合力や分力を作図によって確認
する。≪資料→デジタル教材をタブ
レットで≫
・２力がつり合う条件や力の合成，分解
についてまとめる。≪資料→綱引き≫
・３力がつり合う条件や力の合成，分解
についてまとめる。≪資料→3方向綱引
き≫
・身のまわりの物体の運動を観察し，運
動の様子は何を調べればよいかをまと
め，その運動の変化の起こる理由を考え
てみる。≪資料→各種の運動の様子≫
・瞬間の速さと平均の速さの違いについ
て例を出し合いながら話し合う。≪資料
→グラフの提示≫
・物体の速さを記録タイマーを使って調
べる方法についてグループごとに研究
し，実際に練習してみる。

月 単元名および題材名 単元の指導目標 主な学習内容
思考力を育むための
主な認知プロセス

 

 

このことで，生徒が何を学習していけばよいかの学習パターンが理解され，学習がしやすくなるとともに，

他教科・領域において重要視して取り入れている認知プロセスとの共有もしやすいと考え，横断した思考力

の育成を図れるものと考える。 

図１ ≪資料≫を加えた年間指導計画（３年一部抜粋） 



３．4Qsの活用 

昨年度から３年生で取り入れている学習方法の１つで，図２のようなSTEP４から STEP４までの思考を経て，

学習の疑問を解決するための仮説を作り出す方法である。生徒が抱く科学的現象に対する疑問の中心で，何

かの因子によって変化する物事（従属変数）をSTEP１に明記し，STEP2ではそれに影響を与えている因子（独

立変数）をできるだけ挙げ，STEP３ではSTEP２の因子をどう変化させるかを考え，STEP４では従属変数と数

字の関係を考え，それらを総合的に判断して仮説を立てていく方法である。 

従属変数から独立変数を考える STEP２

と独立変数の実際の変化を考える STEP３

に難しさや曖昧さが１・２年生にあったた

め，発達段階に応じた内容の記述でよいこ

とにし，取り組むこととした。また，従属

変数を吟味して記述する段階自体が，認知

プロセスにおける分析の中の「区別」や「整

理」と捉えることができ，仮説を立てるこ

とが創造の「発案」や「計画」とリンクす

ると考えられるため，4Qsを活用した学習

活動でも，思考力の認知プロセスを意識し

たものにすることがで  きると考えた。  

  

 

 

４．実践の概要 

本単元は，物体の運動とそれに関わる力やエネルギーを明確にし，規則性を発見させる単元である。 

(1)学習の展開 

○単元名「運動とエネルギー」 

○単元の指導目標 

      力や物体の運動について観察・実験を行い，力の基本的な性質を理解して運動の規則性に気付くと

ともに，力学的エネルギーに関わる実験を行い，仕事の概念を導入してエネルギーの移り変わりと保

存について理解し，日常生活や社会と関連付けながら運動とエネルギーの見方や考え方を養う。 

○指導計画（１章のみ） 

 

学習内容 指導内容 時数 思考力を育むための主な認知プロセス 

1 章 物体のいろいろな

運動 

①さまざまな物体の運動の様子と力の関係

を考える。≪資料→様々な運動様子のデジタ

ルコンテンツ≫ 

②運動を記録させる。 

③速さについて，「瞬間の速さ」と「平均の

速さ」について理解する。≪資料→グラフの

提示≫ 

④斜面を下る物体の速さの変化には，何か決

 

 

 

９ 

 

 

 

 

４分析③原因解明 

 

３応用①遂行，②実践 

２理解①解釈 

 

４分析③原因解明 

 

４分析②整理 

図２ 4Qsシートの原版 



まりがあるのか実験を行い考えさせる。 

≪資料→台車と斜面の準備≫ 

⑤斜面の角度と力の大きさ，速さの変化をま

とめる。 

⑥自由落下の説明を聞く≪資料→重さの違

うボール≫ 

⑦斜面を上る物体の速さ，力の向きや大きさ

などについて，既習事項をもとに考察する。 

≪資料→グラフ≫ 

⑧等速直線運動について，力の大きさや向き

を推測し，実験を考案させる。（本時） 

≪資料→記録タイマーテープ≫ 

⑨等速直線運動に関わる実験を行い，考えを

まとめる。 

本

時

8/9 

 

 

２理解①解釈 

 

２理解⑥比較 ⑤推測 

 

４分析②整理 

 

４分析①原因解明 

 

６創造①発案 

 

４分析②整理 

 

○本時案 

    A．題材「運動の変化と力」 

      B．学習目標 

      ・斜面を下る物体の運動と力の関係をもとにして，水平面上を運動する物体の速さの変化と力の

関係について，推測し，考察できる。                  （科学的思考） 

      ・実験の方法を発案し，まとめることができる。             （科学的思考） 

      C．学習の展開 

 学習活動 教師のはたらきかけ 指導上の留意点 

○資料の確認 

 

 

○本時の学習課題の確認 

 

 

 

○運動の様子と，はたらく力を推

測する。 

 

 

 

○物体にはたらく力を証明できる

方法を考案し，まとめる 

 

○各班の推測結果と考案した実験

方法を発表し合う。 

○資料の提示するとともにワーク

シート配布。 

 

 

 

 

 

○斜面を下る物体についてを比較

対象とさせる。 

 （どんなところ，どんな向き） 

 （進行方向へ加わる力は？） 

 

○机間巡視をしながら，妥当性の

ある実験内容にさせる。 

 

○ホワイトボード使用 

 

○速さが一定になっている部分の

み取り上げる。 

 

 

 

 

 

○進行方向のみとし，重力と垂直

効力は無視する。 

 

 

 

○進行方向への力から観点が外れ

ないように注意する。 

 

○よい内容をそれぞれ吸収し合っ

てよいものにする。 

速さが変わらない物体の運動の様子と，はたらく力の向きを考えよう。 



    ○評価 

     ・既習事項をもとに，記録テープから物体の運動の原因を解明または推測できる。 

      ・実証するために実験を考案できる。 

 

 

Ⅴ 仮説の検証 

  

仮説の検証方法として，課題として用いる「資料」については，授業を行った後と，単元終了後の数回の

アンケート結果から考察した。また，仮説立案について，ワークシートの比較を参考にした。認知プロセス

の妥当性や各教科・領域との横断についても，ワークシートで比較考察を行った。 

 まず，下の表１は，資料についてのアンケート結果を昨年度と比較して載せたものである。Aは昨年度に

行った「化学変化と原子・分子」単元の学習時に取っていたアンケートであり，単元 34 時間のところ，17

回の授業後アンケート結果のうち，生徒疑問の課題化した 10 回である。B は，資料として様々なものを提

示した今年度の授業における学習意欲の結果である。Cは，「資料」とした物事が適切な考察を持てる役割を

果たしたかという質問に対する回答である。 

 ※調査個体数はA，B，Cとも現3年生 １１８名が対象。 

 A.生徒疑問から設定した

課題で，全体的に意欲は

向上したか？ 

B.疑問やデータを課題資

料として設定したとき，

意欲的に取り組めたか？ 

C,「資料」はその後の考察

を深める上で，適切な役割

を果たしているか？ 

はい 110人（→９３％） 113人（→９５％） 114人（→９６％） 

いいえ 2人（→２％）  ２人（→２％） １人（→１％） 

どちらでもない  ６人（→５％）  ４人（→３％）  ３人（→３％） 

  

 

この表から，広義としての「資料」を提示する形でも，Bの結果を見て生徒の疑問をおおよそ網羅できて

いることや，Cの結果から，「資料」の内容の工夫次第で，筋道をしっかりと立てた考察ができやすいことが

判断でき，これらから，「資料」について興味・関心を持って読み取り，解決への目的を持って考察に取り組

めることがわかった。また，その上で資料が規則性に則ったものと気付く指導を重ねる必要性があることも

認識できた。なお，アンケートの自由記述欄に「授業の幅が広がった」や「考えやすかった」等の声も比較

的多かった。 

次に，生徒のワークシート記載内容を掲載する。図３は上記にある研究授業について行った，ある生徒の

考察である。また，図４は，工夫した資料を提示し考察を行う授業の繰り返しを進めた，同じ生徒のもので

ある。図４は，「身のまわりで力の合成を利用している例を，詳しく説明しなさい。」という課題に取り組ん

だもので，思考力を養うための認知プロセスは，４分析の③原因解明にあたるため，図３と図４を比較して

見ていただきたい。 

この図３の記述は，厳密に言えば回答として不適切であるが考察としては成り立っているものである。図

４は簡単ながらも既習の規則性に関連させて正しい回答へ向かう考察をしている。正答か否かは仮説を立証

するものではないが，「資料」の工夫と積み重ねが科学的な思考を働かせる原動力になり，その考察がこれ 

表１ 「資料」についてのアンケート 



 

  

 

までの学習で知識として得た規則性に則したもの

へと変化していることから，仮説の証明となり得た。 

 また，図中にも示しているが，教科・領域横断型

の認知プロセスとして，下図５の数学科においても

４分析を主にして考察を進めた内容を展開している

ため，理科・数学の双方向から教科の横断が図られ

た結果となった。今後はカテゴリーの一致もできる

可能性が高い。 

 

 下図６―７―8 は，4Qs を各学年で行った１つを

抜粋したものである。 

 これらの結果は今回よく書けているものを選択し

掲載しているため，長期的な目で見た思考力の伸長

を示すのではなく，今後さらにデータを積み重ねる

必要があるが，学年の発達段階に応じた仮説設定も

可能であることを示すものである。 

図３ 思考過程のワークシート① 

図４ 思考過程のワークシート② 

認知プロセスの４分析①区別と③原因解明 

図５ 数学科の実践 



 

 図６ １年生の4Qsシート     図７ ２年生の4Qsシート   図８ ３年生の4Qsシート                    

 

Ⅵ 成果と課題 

 

 これらの検証結果から，生徒の疑問を課題化しトピック的に扱うよりも，「資料」として様々な考察のもと

になるものを計画的に提示していく方が，そこから考察が広がったり，新たに疑問を持つことができる要因

となることが成果としてわかった。また，学習へ取り組む十分な意欲づけになると考えてよい。また，認知

プロセスをたくさん盛り込むことより，理科において何が重要かを吟味した認知プロセスの利用が，生徒の

科学的な思考力の伸長に適切に役立つこともわかり，それを他教科にも活用して双方向から迫れることもわ

かった。さらに，4Qsを利用した仮説を立てる学習方法が，各学年での活用可能ということもわかり，仮説

立案の能力伸長も一層進むだろう。そして，問題解決能力の育成に十分貢献していくと言える。これが今年

度の成果である。 

課題は以下である。 

まずは，「資料」の内容の偏りを防がなければならないことである。生徒の疑問の集約や観察・実験を通し

て作成する「資料」の中にも考えやすさと考えにくさが混在するため，どうしても考えやすい形を提示する

側が選択してしまう傾向にある。そのため，今後はより「資料」についてたくさんの蓄積の中から十分吟味

して年間指導計画に挿入すること。次に、科学の規則性に気付く指導の充実を図ること。また，より多く他

教科・領域との横断が図られた実践の積み重ねを急ぐこと。以上が今年度の研究の課題として残ったもので

ある。 

 

Ⅶ おわりに 

  

平成 25 年６月に示された中央教育審議会の第 2 期教育振興基本計画の答申では，今後の社会の方向性と

して「自立」「協働」「創造」が挙げられた。その基盤となる知識を活用する思考力を研究のテーマとして追

究していくことは，大変意義深いものである。そのため，昨年から一歩進んだ内容を示すことができ，今後

の方向性も見えてきた。次年度をまとめの年として，今まで以上の研究を積み重ねるべく全力を注ぎたい。 

（文責 田中 幸樹） 
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・北海道教育大学附属函館中学校（2014）  「教育研究大会紀要」 

・中央教育審議会 第2期教育振興基本計画の答申（平成25年４月）  



美 術 科 

      

学びの深まりが自覚できる 

美術の学習指導を目指して 
 ～各教科･領域を横断した，創造的な思考力の育成～ 

                           

附属函館中学校 冨 尾   拓 

 

Ⅰ はじめに 

 

21 世紀の急激な社会の変化に対応しながら，生きるためには，「何かを知っていること」にとどまらず，

それらを活用し，「何かをできるようになること」の必要性が指摘されている。さらにそのためには，次に起

こる問題に対応するための知識や技能を，他者と協力しながら創造し，ともに学び続ける態度が重要である。

こうした能力を培うために，各教科における言語活動の充実やキャリヤ教育が近年着目されてきた。 

次期学習指導要領においても，今後育成が求められる資質･能力を洗い出して可視化し，構造化すべきだと

方向性が示されている。その構造化に当たっては，教科等を横断する汎用的なスキル，教科ならではの見方

や考え方，教科等に固有の知識･個別スキルなど視点を示し，それぞれを単独でとらえるのではなく，つなが

りを意識して扱うべきであると試案が打ち出された。 

このように社会の変化に対応するだけでなく，一人一人の自立した個人が多様な個性・能力を生かし，他

者と協働しながら新たな価値を創造していくことができる柔軟な社会を目指す背景の中，「21 世紀型能力」

が提唱され，その育成がこれからを生きる児童・生徒に求められている。 

本美術科では，「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」と主題を設定し，これまで生徒一

人一人の発想･構想における思考の跡や作品等の鑑賞を通じて深まった価値観の広がりなどを可視化するこ

とを試みてきた。この表出された情報を教師と生徒が共有することで，生徒の探求過程に寄り添い，創造的

な表現力を育てる学習指導と評価の工夫を図る取組を行ってきている。今年度は，昨年度に引き続き，生徒

自身の課題発見能力や問題解決能力に焦点をおき，その探求過程の中で，これまで培った知識や技能を「使

える」ものに変換する資質･能力として「創造的な思考力」の育成に取り組み，生徒自身が学びの深まりを自

覚できるようなより効果的な判断力と表現する力の高まりを追究していきたい。 

 

Ⅱ 研究の経過 

 

 「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」と主題を設定し３年が経過した。副主題を1年 

目は「試行錯誤の跡を可視化する取組」とし，２年目は「思考･判断し，表現する力に関する評価の工夫」と 

して生徒の試行錯誤の跡を可視化させるためのワークシートの工夫や長期にわたるそれらの蓄積と振り返り 

を通して，生徒の変容を見取ることを目的として研究を進めてきている。また，発達段階や学びのつながり 

を意識した年間指導計画の見直しや，いかに指導と評価の一体化を図り生徒の見えにくい学力を共有して適 

切な方向性を定めるかという視点を大切にしてきている。 

学習指導の工夫では，表現のための「演習」を取り入れ，自由な表現の中に指導者が意図的に色数や場面



の制限の設定をする機会を取り入れた。この制限によって生徒の表出された探求過程がより焦点化され，課

題発見や問題解決の場面において，指導者のねらいと生徒の思いがピンポイントで共有されはじめた。生徒

の必要に応じたアドバイスを重ねることで意識や技術の向上がみられた。この取組は，今後の視点の方向性

を感じる契機となった。また，可視化を目的としたワークシートの工夫は,思考の過程や変化が見取りやすく

なり,問題意識を共有することに役立ち効果的な助言やアドバイス,適切な場面での評価が可能になった。図

１は第１学年で行った「赤いひもと白いひもをもった手」の演習作品である。２点の作品は同一生徒による

制作である。生徒自身の表現したい内的な思い（なめらかで動きのあるダイナミックなひも）とこだわりた

い技法（色幅や質感・対比と構図）への助言を行い，生徒の課題発見や問題解決への支援を行った例である。

演習を終えた生徒の感想は次のようなものが得られた。 

『今まで描いたひもの中で最もしなやかで自然な感じのひもに仕上がった。前回の作品では赤いひも白い

ひもそして手がばらばらな印象でしたが今回描いたものは全体が絵にきれいに溶け込んでいるようで

心地よい感じがする。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 生徒の表出された表現に演習と助言を行った例 

 

Ⅲ 本年度の研究 

 

１．  研究の方向性 

本年度の研究は，研究主題「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」を継続し，副主題に

ついては本校の研究主題「今，求められる21世紀型の学力の育成を目指して」及び副主題「教科･領域を横

断した基礎力･思考力･実践力の向上」を踏まえ，「各教科･領域を横断した,創造的な思考力の育成」とした。 

本年度は，これまでの取組を踏まえた上で，21世紀型の学力を育むべく，本科において，課題発見能力，

問題解決能力等をどのように育成していくかについて，創造的な思考力を窓口に，一連の過程における効果

的な判断力を高める場面,自らの考えや思いを表現する場面における学習指導の工夫と改善に取り組んでい

る。 

21世紀型の学力について，本校では「社会を生き抜く力を備えた，未来への飛躍を実現できる人材として

の資質や能力」と定義している。また社会を生き抜く力は，土台となる「感じる力」の上に「考える力」「発

信する力」が重なり，下の力が上の力を支えるものとして考えている。そこには情意面での確かな支えが「考

える力」を安定させ，思考力，判断力，課題発見能力，問題解決能力，知識・技能の理解・習得を向上させ

るものと思われる。そうして培った力を発信していくことで自立・協働・創造を図るための能動的・主体的

な力を身につけてさせることができるととらえた。 

  



これをうけて美術科では「生き抜く力」を，「創造的な表現力」とおさえることとして，生涯にわたって美

術に親しみ，生活や社会に生かしたり豊かにしたりする態度の育成という視点からのアプローチが重要であ

ると考える。 

そこで教科指導の中では生徒が美術に親しみながら自らの課題に気づき，その課題解決における，これま

で身につけてきた知識・技能を活用した探求過程に焦点を置くことで，美術科における学びの深まりを実感

させる取組を進めたい。 

 

２． 教科研究仮説  

 

本年度の研究主題は「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」，副主題は，「各教科･領域を

横断した，創造的な思考力の育成」である。 

これと本校の研究仮説「教科･領域を横断した基礎力・思考力･実践力を育成する学習指導の工夫･改善等を

図ることにより，21世紀型の学力が培われ，生きる力を育むことができる」を基に，美術科の本年度の方向

性を踏まえ，仮説を「21世紀に必要とされる資質や能力において，創造的な思考力を軸として教科を横断し

た学習指導の工夫･改善を図ることにより，生徒の課題発見や問題解決における効果的な判断と自己表現 

する力を高めることができる。」とした。創造的な思考力において，本科では，五感を働かせ美術的な感受を

基に，試行錯誤や努力，啓発などによって新たな考えや手立てを生み出すことができる能力とおさえている。 

 仮説の検証にあたっては，美術科における認知プロセスによる思考力の高まりについて。教科･領域を横断

した思考力の育成について｡という 2つの観点から判断する力･表現する力がどのように変容していくか検証

を進め，生徒の課題発見能力･問題解決能力の育成をしていきたい。 

 

Ⅳ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 認知プロセスを活用した創造的な思考力の育成 

 本科においては，総論で説明されている「認知プロセスによる思考力の育成」を踏まえつつ，教科として

重視している生徒の課題発見や問題解決における効果的な判断と自己表現する一連の過程との関わりから情

報を取捨選択し，知識の想起や要約を行い理解を深める過程を経て，気づきや疑問をさらに分析し，問題を

解決させる場面を設定し，実践にあたった。概要は次のようなものである。 

(1)  題材名 『彫刻家 高村光太郎』【鑑賞】 （第３学年） 

○題材について 

本題材は，彫刻家としての高村光太郎を取り上げ，作者の心情や意図と創造的な表現の工夫を感じ取 

らせ，生徒自身の見方や感じ方を深めていく「B鑑賞」（１）アの学習活動を行うものである。また，言語

活動の充実を意識した学習活動を展開することで，作品を通して語り合い相手を意識できるような場面作

りを取り入れている。本授業は過去の記憶の再生による解決だけに頼るのではなく、認知の変化を意識し

た解決を目指すものである。そこで生徒にとって意外性のある学習内容をきっかけとして、自らが抱いた

【教科研究仮説】  

21世紀に必要とされる資質や能力において，創造的な思考力を軸として教科を横断した学習指 

導の工夫･改善を図ることにより，生徒の課題発見や問題解決における効果的な判断と自己表現 

する力を高めることができる。 



疑問や心の揺さぶりを意識した授業を展開する。本校が研究している「思考力を育むための主な認知プロ

セス」については、２理解のための思考として①解釈④要約を自分なりに行い、問題解決のための⑤推測

を他者と共有させることで基礎的な能力の定着に焦点をあてている。 

 

○題材の指導目標 

・作品から，本質的な美しさ，作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などに興味を持ち，主体的に感 

じ取ろうとしている。                     【美術への関心・意欲・態度】 

・作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などを感じ取り，他者と共有したり，比較しながら自分の価 

値意識を持って味わっている。                        【鑑賞の能力】 

○題材の評価規準 

・彫刻家としての作家の作風や人物像に関心を持ち，理解を深めようとしている。 

・作者の意図や心情を理解し，創造的な表現の工夫を味わい，自分なりの見方を深めている。 

 

○指導計画（２時間扱い・・・・本時２／２） 

学習内容 指導内容 時間 
思考力を育むための 

主な認知プロセス 

１トミールカフェへようこそ 

  「作家の人生と作品」  

① ワールドカフェスタイルの話し合い活動を理解する。 

② 作家の生き方や作品の表現に関心をもたせ，作者の人

物像を想像し，心情や意図を感じ取る。 

１ 

２理解①解釈 

２理解④要約 

２理解⑦説明 

２ 「彫刻家 高村光太郎」 

① 彫刻作品「手」を鑑賞する。 

② 作家の生き方や作品の表現に関心をもち，作者の心情

や意図を感じ取る。 

③ テーマを基にした話し合いを行い，自なりの考え価値

観を仲間と共有し，深める。 

１ 

（本時） 

２理解①解釈 

２理解④要約 

２理解⑤推論 

 

   ○ 本時案 

  ・ 題材 「彫刻家 高村光太郎」 

  ・ 学習目標 

高村光太郎の作品や人物像に関心を持ち、主体的に見方や理解を深めようとしている。 

【美術への関心・意欲・態度】 

    感性や想像力を働かせて，高村光太郎の作品や人物像から，作者の心情や意図などについて理解や

見方を深めている。                             【鑑賞の能力】 

  ・ 学習の展開 

学習活動 教師の働きかけ 指導上の留意点 

○学習内容を確認する。 

 「手」の鑑賞 

 

 

 

 

 

 

 

タブレットによる３方向からの鑑賞 

○本時の学習目標の把握する。 

 

 

○班内で高村光太郎についての情報を集め

る。 

○作品の提示・参考資料の準備 

 ・タブレットの活用 

○彫刻「手」から感じる印象を引き出す。 

 

○作者名を推測させる。 

 

 

 

 

○作品にまつわるエピソードを伝える。 

○本時の学習目標を伝える。 

 

 

○指示書カードの配布。 

・各班の支援・アドバイス。 

◆スムーズにダウンロードでき

るよう支援する。 

◆自由に感じたことを表現でき

る雰囲気を大切にする。 

◆３つのヒントから高村光太郎

を想起させる。 

 

・言語  東京には空がない 

・詩歌  僕の前に道はない 

・もの  レモン 

  

 

 

◆４枚の指示カードをそれぞれ

一人ずつ分担させ，役割を持

たせる。  

詩人そして彫刻家：高村光太郎の生き方を探り，表現への思いを感じ取ろう 

 



 

 

 

 

カード１ 彫刻家として感銘を受けた人物 

カード２ 時代により異なった作風の彫刻 

カード３ 光太郎の人生（智恵子の存在） 

カード４ 最後の作品（乙女の像） 

 

○それぞれが収集した情報を各班内で共有を

する。 

○新たに生まれた疑問について討議する。（ワ

ールドカフェスタイル） 

 

 

   

 

 

 

 

 

新たな疑問をなぜなぜシートに集積 

○本時のまとめをする。 

 

 

 

○後始末をする。 

・キーワードの抽出。 

 

 

 

 

 

 

○情報の整理・修正を行う。 

 

○生徒から生まれた疑問から討議のテー

マを発表する。 

 

乙女の像のモデルは智恵子なのか。 

だとしたらなだとぜ２人の像なのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   集めた情報を黒板へ集積 

 

○タブレットに班の模造紙を撮影させ 

る。 

 

 

◆情報収集しながら生まれた新

たな疑問を付箋に記入させシ

ートに集める。 

 

 

◆指示カードから高村光太郎の

人物像を導かせる。 

◆討議の中心を光太郎の最後の

作品となった「乙女の像」に

ついて焦点化させる。 

◆各班の話し合い状況を見て，

ワールドカフェ形式で他班と

交流させる。 

 

 

 

 

 

 

 

共感をテーマに環境を設定 

 

◆代表者にアップロードさせ

る。 

 

(2)  定期試験での問題解決的な能力の見取り 

１学期行われた学期末試験では，創造的な思考力を問う問題を出題した。第２学年では，４月より題材

名｢モダンテクニック｣の中で美の秩序･構成の基本を整理し，イメージを〈ことば〉に置き換え表現する学

習を既習している。その中で，《自然界の音･おと・オト》では指導者が指定した自然界の音を実際に聞い

てイメージされた，ことばや形を表出させる演習を行ってきた。表したいことを絵で豊かに表現するため

には，形や色彩などの効果を生かして発想や構想することが大切である。本問では，「これまでの知識や技

能を活用し，テーマを自分なりに解釈し作品を描く」という課題を基に，ストリーのつながりや画面の統

一感を考えさせながら単純化や省略そして強調を意識して，問題解決的な能力を見取ることを目的として

出題した。 

出題に当たっては，「子どもの感性を育む」〈片岡徳雄：日本放送出版協会〉を参考としている。 

第２学年  問 題  あなたは,これから４コマの紙芝居を制作します。始まりの絵と終わりの絵はも

うすでにできあがっています。残りの２枚の絵と物語を考えて解答用紙に描き

なさい。上段には絵，下段には物語を記入すること。 

＊声や音，言葉などをつけて想像を広げよう。 

 

解答欄 

 

 

 

 



＜評価規準＞ 自分の主題を表現することと２枚の絵の特徴を考え，形の単純化や省略，強調などをしな

がら，創造的な構成を工夫し，表現の構想を練っている。 

【指導事項】 美の秩序･構成の基本  イメージを言葉や形に置きかえる 

＜正答の条件＞ 

形  ： 始まりの絵と終わりの絵のイメージが個性豊かにとらえられ，効果的に題意に生かされてい

ることが読み取れるもの。 

色  ： 濃淡をリズミカルに取り入れ画面に緊張感をもたせるなど，いきいきとしたメリハリのある

鉛筆の表現を工夫していることが読み取れるもの。 

構図 ： 構図から４枚の絵の統一感や各場面ごとの変化など，バランスや構成の基本を考え，個性豊

かな表現が読み取れるもの。 

  

 

 

 

 

 

               
図２ 正答の条件を通過した例 

 
２.  教科･領域を横断した思考力の育成について 

 基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題解決的な学習の工夫においては，これまで継続的な検証を進

めてきている｡その中で，音楽科が進めてきた感性を高め，思考・判断し，表現する一連の学習過程において，

感受を支えとして感じたことを基に，課題を発見させる取組は，美術科における創造的な思考力を高める過

程と重なるところがある。表現領域では，「知覚・感受した内容を整理させる。」鑑賞領域では「自分なりの

課題や鑑賞のポイントを設定して主体的に味わう。」といった取組において美術科も実践・検証を進めている

ところである。次に示す内容は，前述した鑑賞の実践例と同様に，情報を取捨選択し，知識の想起や要約を

行い理解を深める過程を経て，気づきや疑問をさらに分析し，問題を解決させる場面を設定したのち，思考

力の高まりから美術における表現の活動へとつなげたものである。リーフレットの制作においては，国語科

でも取り上げており，自分の興味・関心に基づいて本文の内容を端的にまとめたり，図表を用いて効果的に

発信したりすることができる活動を行っている。 

 

○題材名 『青い目に映る世界』【鑑賞・表現】（第３学年） 

○題材について 

本題材は，函館市では唯一，本校に存在する「青い目の人形」を取り上げ，これらの友情の人形をめぐる

時代背景に迫りながら，「平和」をテーマに生徒自身の見方や感じ方を深めていく「鑑賞」の学習活動を行う

ものである。さらに，課題発見能力を高めるための基礎的な演習を通じて常に課題意識を持たせながら，感

じ取ったことをもとに「表現」の学習活動へと展開していく。この中で，自分なりの意味や価値の広がりに

気付かせたい。 

○題材の指導目標 

・美術の創造活動の喜びを味わい，生活を美しく豊かにする美術の働きや美術文化などに関心をもち，主体

的に見方や理解を深めようとしている。               【美術への関心・意欲・態度】 



・身近なものを見つめ感じ取った形や色彩の特徴や時代背景や美しさなどを基に主題を生みだしている。 

             【発想・構想の能力】 

・形や色彩の表し方を身につけ，身近に存在する美術からイメージを持ち意図に応じて材料や用具の生かし

方などを考え，創意工夫して表現している。                   【創造的な技能】 

・感性や想像力を働かせながら鑑賞することで，時代背景や人々の思いに気づき，美術の見方を深めている。                                     

【鑑賞の能力】 

○指導計画（５時間扱い） 

学習内容 指導内容 時間 
思考力を育むための 

主な認知プロセス 

グループに分かれ，「青い目の人形」を鑑賞し，

キーワードを基に調べた情報を整理し，人形の

持つ時代背景や美術を形づくっている諸要素

との関わりから自らの課題を見つける。 

我が国の美術や伝統と文化に対する学

習内容や国際理解を深め，そのよさや，

雰囲気などを感じ取る感性を高めさせ

る。 

１ 

２理解①解釈 

２理解④要約 

２理解⑦説明 

２理解⑤推論 

グループに分かれ，伝えたい内容について，内

容の分かりやすさ美しさを考えて，「平和」を

テーマに思いを込めたリーフレットを制作す

る。 

テーマをもとに形や色彩，の効果を生か

して，単純化や省略，強調などを考え，

表現の構想をさせ表現させる。 
３ 

３応用②実践 

４分析②整理 

「青い目の人形」の時代背景や受け継がれいま

ここに存在する意味についてまとめたことを

発表し，生活の中に生きる美術の働きや美術文

化に対する関心を高め，自分にとっての価値を

考える。 

日本と諸外国の美術や文化との相違と

共通性に気づき，それぞれのよさや美し

さなどを感じ取り，自分の価値意識をも

って味わわせる。 

１ 
５評価②批評 

６創造③生産 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ リーフレットの制作風景 

 

Ⅴ 仮説の検証 

 

本科の研究仮説「21世紀に必要とされる資質や能力において，創造的な思考力を軸として教科を横断した

学習指導の工夫･改善を図ることにより，生徒の課題発見や問題解決における効果的な判断と自己表現する力

を高めることができる。」を本校研究の２つの観点に沿って検証する。 

 

１． 認知プロセスによる思考力の育成 

本科では，認知プロセスによる思考力の育成として，思考力を，五感を働かせ，美術的な感受を基に，試 

行錯誤や努力，啓発などによって新たな考えや手立てを生み出すことができる能力（創造的な思考力）とお

さえ，自らの課題を発見し，問題解決する力の育成を基軸として，実践に取り組んだ。具体的には，一連の

学習過程の中に意図的･計画的に，五感を働かせ，感じ取ったことを基に，自ら課題を発見させる場面や習得

した基礎力にあたる知識･技能を活用して問題を解決させる場面を設定した。以下，実践例の中での学習指導



における工夫や改善から分析をしていく。 

(1) エンカウターの要素を取り入れた環境の設定 

 まず深い思考（創造的な思考）をするためには安心感の持てる場面や環境の設定が必要であると考えた。 

前述した実践例では，鑑賞の授業において，まず，４名の班を構成し，そこにエンカウンターの要素を取 

り入れることで，自分自身の役割と居場所を確保した環境の設定を行っている。各班に与えた指示書には 

４名がそれぞれ担当する問題が記載されており，授業の前半で情報収集を行う。これは自身の役割を明確 

にして知り得た情報を他の班員と交流することで，基礎的な知識の理解を図るとともに一人ひとりの存在 

の必要性を高める環境の設定を狙いとしている。結果，生徒は存在意義と自信を持って授業への参加がで 

き，情意的領域における能力への刺激ができた。 

(2) ワールドカフェスタイルの話し合い 

話し合いの場が「共感」という雰囲気を大切に意見の交流をする場所であることを前提として共通理解 

させている。ホストを残し，他のメンバーが班交流を繰り返すことで，他花受粉のように新たな意見や価

値観を広げクラス全員で意見を交流できた実感を持たせることができた。 

(3) 適度な緊張感の継続 

机に張られた模造紙に自由に書き込みを行い，情報と意見を色分けし区別する指示を出している。タブ 

レットPCを活用し，集めた情報は黒のインクで，それを受けて感じた自分の意見は色つきのインクで班

の机を覆った模造紙の上にどんどん記録させ，オープンな状況を作り出し，全ての人が目にでき，さらに

情報と自分自身の意見が一目で分かる工夫をした。自身の情報収集の跡や意見を他者が自由に参観するこ

とができ，その意見への書き込みや指摘を行うことで，適度な緊張感を持たせながら授業を展開すること

ができた。 

(4) なぜなぜシート 

 情報の収集を行いながら，感じた疑問は，全て付箋 

へ記入させ机中央の班員共有シートに集積させた。そ 

れぞれが感じた疑問が一目で分かり，指導者も班員も 

課題を共有することができた。今回の実践では，集ま 

った疑問の中からクラス全体での課題となり得る疑問 

を指導者が引き出し提示することで，班の共有からク 

ラス全体の共有された課題とすることができた。 

(5) 意外性のある課題 

 思考の深まりを期待するために，自分自身にとって価値ある課題であり，なおかつ初見の投げかけから 

その深まりを期待できる。これまで情報収集を重ね知識の積み上げと，分類や比較による情報の要約を行 

うことで基礎力となる知識や技能の定着を図る実践を進めてきている。そこから，生徒自身が感じた新た 

な疑問を状況に応じて指導者が取り上げ，表出させることが必要である。前述した実践では，「なぜ，妻 

の追慕としての作品が二人の女性像だったのか」という課題は生徒自身から抱かれた新たな疑問であり， 

価値ある課題であると判断できる。 

 

６つの認知プロセスを意識した学習活動を行うに当たって，思考力の高まりを期待するためには，本校が

考える21世紀型の学力の階層を参考に「感じる力」（感性・共感・モチベーション・意欲・意思力・積極性）

の育成が必要であると考えた。学習環境の整備と態度や志向性など人の情意的領域に関する能力の高まりを

めざし，上記のような取組の工夫をした。また，段階を追った思考力の向上を目指し，基礎的な知識の整理

生徒の疑問（彫刻家 高村光太郎より） 

○智恵子とはどうやって出会ったのか。 
○智恵子はなぜ病になっていったのか。 
○妻の追慕としての作品が，なぜ二人の女性な
のか。 

○光太郎は詩人･彫刻家どちらが本命だったの
か。 

○宮沢賢治との関係はどんなものか。 
○乙女の像を制作中,なぜ彫刻の顔を隠したの
か。 

○光太郎と父との親子関係は良かったのか。 

 



と定着を心がけ，続いて，分析や評価をさせる場面を設定しながら，表現の活動へとつなげた。共感をテー

マとした環境では，安心感と自信を土台として考える力を深め，仲間との交流からさまざまな角度の視点を

取り入れた判断が可能となった。結果，問題解決に向けて判断の根拠がしっかりとしたものが増え，さまざ

まな価値観を共有することができ，学びの深まりを実感させることができた。授業後，生徒に行ったアンケ

ートからも，その様子が読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

２年生を対象に１学期行われた問題解決的な能力の見取りをねらった学期末試験では，創造的な思考  

力を問う問題を出題した。評価基準を設けた出題の結果は，これまでの既習事項を活用し形・色・構図の３

つの視点から判定した。結果は，40％程度の通過率となった。作品の傾向としては，はじまりと終わりの絵

を意識した「形」に対する反応率は若干高いものの，「色」に対する反応率は全体にメリハリの弱いグレート

ーンの作品が多かった。中でも，「構図」に対する反応率が低く，４枚の絵の統一感や各場面ごとの変化など，

バランスや構成の基本を考えた，個性豊かな表現は少なかった。そこで，この結果を踏まえ，試験後，認知

プロセスによる４分析と５評価を取り入れた学習活動を取り入れ，期待する通過に至らなかった作品の原因

解明や自分たちの作品の批評を行う場面を設定した。その後，再び行った表現活動において生徒の表出され

た作品は次の通りである。 

物語  

①友だちとこの木の下でお別れをした。とても 

  悲しくて，動くこともしたくなかった。 

 

 ②そんなとき，ものすごい勢いで雨と風が吹い 

  た。その風で友だちからもらった傘が飛んで 

  いってしまった。 

 

 ③傘の落ちたところへ行くと・・・ 

 

 ④小さなカエルががひっそりと傘で雨やどり          図３ 作品の分析と評価を終えた2度目の作品 

  をしていました。 

 
３つのキーワード  絵柄の統一  視点の変化  ストーリーの流れ  
 

仲間の作品を批評し分析する活動を設定したことで，４枚の絵柄の統一感や視点の変化，物語の起承転結

などを意識し始めている。各自考えた，自分の作品制作に対する３つの視点をあらかじめ意識した制作をす

ることで，ストーリーの展開に深みがまし，創造的な表現が見られる。意図的・計画的（段階を追って）に

高められた思考力は，認知プロセスという手段でしっかりと定着され課題発見や問題解決能力として転化さ

れていることが分かった。しかし，認知プロセスの手段は，繰り返し，状況や場面に応じて意図的に設定し

ていくことで効果があり，思考力の高まりには，長期的なデータの収集や他教科との意識的な横断を踏まえ，

さまざまな場面での設定が大切であることも感じた。 

カフェスタイルでの話し合いについて 
・ 安心して楽しく話し合い交流できた。 
・ １つの情報からどんどん内容が深まっていき楽

しかった。 
・ 自分と同じ意見の人が多かったことが嬉しかっ

た。違った意見はとても参考になった。 
・ 話し合いが活性化するし深まることを実感した。 
・ 全員で課題を解決しているような団結力を感じ

た。 

授業（彫刻家高村光太郎）後の感想 
・ この他にどんな作品があるのか調べてみたく

なった。 
・ 作品の制作には意味があり,何かを発信して

いるのだなと感じた。 
・ 私たちが感じること,見る人の受け取り方が

重要。 
・ 時代の背景や作者の人生を知ってより作品が

身近に感じた。 



２.  教科･領域を横断した思考力の育成について 

今年度は，各教科において，その特性を生かし，主に育成すべき認知プロセスを決定し，問題解決の場面

に取り入れることとしている。各教科が６つの認知プロセスを意識し，中でも高次のプロセスにあたる，「４

分析する」「５評価する」「６創造する」に視点を置き，授業の工夫改善に取り組んできた。 

本科では，これまで「１思い出す」「２理解する」「３応用する」といったプロセスを段階的に追いながら

実践を進めてきているところである。これらのプロセスが実際の問題解決場面では，複雑に使われ，解決に

向かっていくことで，思考力が向上し，実践力の基盤が培われるものと考える。美術科においては，「６創造

する」を主な育成するべき認知プロセスとして重点を置いているところであるが，そのためには，段階を追

った過程の習得や複雑に活用されたプロセスの体験など意図的・計画的な設定をしながら試行錯誤を進めて

きている。 

 

Ⅵ 成果と課題 

 

本年度は，創造的な思考力を窓口に課題発見能力・問題解決能力といった力の育成を視点として実践を進

めた。認知プロセスの過程を用いて思考力を育成していくことで，学習活動における手段が明確になり，授

業の工夫・改善や生徒への支援を効果的に進めることができた。成果としては，仮説の「創造的な思考力を

軸として」の部分の具体として，６つの認知プロセスを段階を追って意図的に学習活動に取り組むことがで

きたことがあげられる。このことによって，仮説の検証でも述べたように，段階を追って意図的，計画的に

認知プロセスを用いたことで，基礎的な知識を定着させ，自ら新たな課題を発見し，問題解決への根拠をも

った判断を生徒がし始めたことにつながった。また，定期試験での問題解決的な能力の見取りは，生徒の実

態を把握するうえで効果的な機会となり，認知プロセスによる思考力の育成と関連づけた学習活動を工夫す

ることで，一定の効果を得ることができた。一方，課題として残ったことは，他教科がどの認知プロセスを

どの時期にどのように行っているのかを把握することの必要性を感じた。また，単に題材や内容の横断を意

識するだけではなく，認知の過程の横断をしていくことが大切で，それにより生徒の現状の共通理解と成長

の過程を共有していくことが必要である。 

 

Ⅶ おわりに 

 

21世紀に必要とされる能力において，教科を横断した学習指導の在り方は今後重要な視点となることが予

想される。生徒の情報の収集時や制作過程の記録として活用した ICTについても同様である。本年度は，主

として，21世紀型の学力を育むため，認知プロセスの活用による創造的な思考力を基軸として学習指導の工

夫・改善に取り組んできた。今後も，本科の研究主題の達成に迫るべく，生涯にわたって美術に親しみ，生

活や社会に生かしたり豊かにしたりする感性を育みながら継続的な検証を行っていきたい。 

（文責 冨尾 拓） 
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保 健 体 育 科

体育的学力の

確かな定着を図る体育授業を目指してⅡ
～各教科・領域と連携した生徒の主体的な学習における思考力・実践力の育成～

附属函館中学校 朝 倉 潤

Ⅰ はじめに

昨年度、本科の研究主題を「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指して」と設定した。これは，

生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する基礎を培い，各運動の楽しさや喜びを味わわせながら個に応

じた体力の向上を図るとともに，現行学習指導要領に示された「技能」，「態度」，「知識，思考・判断」

などを「体育的学力」と設定し，それらをバランス良く身に付けさせることが重要と考えたためであった。

さらに，生徒の発達段階を考慮しながら指導の体系化を図り，「できる（技能）」「わかる（知識）」「かか

わる（態度）」喜びと，「身に付けた体育的学力を活用する（思考・判断）」喜びを十分に味わわせることで，

子ども自らが運動やスポーツを生活の一部として生涯にわたって継続していくことができる保健体育授業に

ついて研究をすすめた。

その結果，次のような成果が得られた。一つは，「体育的学力を高める上で，思考・判断の根拠となるも

のを見えるようにすることは，有効な手段となり得ることが分かったこと」である。もう一つは，「体育的

学力を高める上で，ＩＣＴ機器を用いた授業は，有効な手段となり得ることが分かったこと」である。

一方，課題として次のような２つのことがあげられた。一つは，「思考・判断の根拠となるもの全てが見

えるようにできるとは限らず，その場合，その根拠を暗黙知に頼らないで伝えることのできる指導方法を考

え出さねばならないこと。また，特に球技等ではその思考力，判断力は，正規のルールに基づいたゲームの

中でこそ発揮されなければならず，そこで活用させるまで体育的学力を身に付けさせる必要があること」で

ある。もう１つは，「ＩＣＴを取り入れた授業では，教える側も教わる側も目新しいＩＣＴ機能ばかりに目

がいきがちである。だからこそ，ＩＣＴから得られた情報を具体的なフィードバックに活かせているか，と

いうことを常に考えながら学習を進めていく必要があるということ」である。

そして，保健体育科としての最も大切な役割である，「基礎的な運動能力の向上」や「健康な生活に対す

る知識と理解」，「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成」に努めるにあたり，他教科と連携しな

がら，生徒の主体的な学習における思考力・実践力の育成をとりわけ重視することで，『今，求められる 21
世紀型学力の育成を目指して』という本校の研究主題に迫る研究を推進している。

Ⅱ 研究の経過

国立教育政策研究所の教育課程研究での指定を受けた平成 21年度及び平成 22年度，研究成果として，単
元計画を構造化しその構造図を改善・更新することで，発達や学習段階に応じて指導内容を整理することが

でき，より明確な指導ができるようになる，ということが示された。改善・更新された単元計画に従い学習



を進めることにより，生徒が授業で使用する学習ノートへの記述が具体例を挙げられるようになり，班やグ

ループでの話し合いも積極的に行っていることが観察により見て取れた。このことは，平成 22 年度までの
本校保健体育科の研究主題である「自ら活動する喜びを味わうことのできる保健体育学習」につながってい

たと考えられる。

平成 23年度は，学習指導要領に基づく取組で特に評価に着目し，「保健体育の力を伸ばす学習評価の在り
方～パフォーマンス評価の充実～」という研究主題のもと実践研究に取り組んだ。その結果，ある運動にお

いてパフォーマンス課題を与え，その課題に対する技能習得が初歩的な段階である時には，形成的評価を積

み重ねていくことは有効な手段である，ということが分かった。また，パフォーマンス課題を与えられた運

動を分析することは，その運動を見る際の視点が定まり，生徒がその運動の特性を理解しやすいと感じるこ

とができるということも成果として示された。

平成 24年度は，言語活動を重視した学習指導に重きを置きながら，「知識を活用させ，思考力・判断力を
育む学習指導の工夫」という研究主題のもと実践を積み重ねた。成果としては，体育の授業だけではなく，

体育理論や保健で得た知識（例えば教科語彙）を用いて学習カードに記入させる等の指導方法は，知識を活

用するような体育科での言語活動の一つとなり得ることが分かった。さらに，「種目の特性に関する教科語

彙」は，活用の仕方によって体育科での思考力・判断力を育む一つの手段となることも示された。

平成 25年度は，先述した通り，「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指して」という研究主題の
もとＩＣＴ機器を活用しながら実践を積み重ねた。その結果，次の二つの成果が得られた。一つは，「体育

的学力を高める上で，思考・判断の根拠となるものを見えるようにすることは，有効な手段となり得ること

が分かったこと」である。もう一つは，「体育的学力を高める上で，ＩＣＴ機器を用いた授業は，有効な手

段となり得ることが分かったこと」である。

Ⅲ 本年度の研究

１． 研究主題及び研究副主題について

第 49 回全国学校体育研究大会福岡大会で「生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する基礎を培い，
各種運動の楽しさや喜びを味わわせながら個に応じた体力の向上を図るとともに，学習指導要領に示された

『技能』，『態度』，『知識，思考・判断』等を総括して『体育的学力』と設定し，それらをバランスよく身

に付けさせることが重要」1）と示されたことから，昨年度本科では，「体育的学力の確かな定着を図る体育

授業を目指して」という研究主題を設定した。

本年度は，本校２年目である「今，求められる 21 世紀型の学力の育成を目指しして」という研究主題に
さらに迫るべく，本科では，本年度の研究主題を「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指してⅡ」

とした。

また，昨年度，本校各教科で研究を進めてきた結果として得られた『「身に付けた知識・技能を活用する

学習活動の工夫・改善に努めてきたが，課題発見能力や問題解決能力の育成をしていく中で，知識・技能を

さらに確実なものとして定着することはできているが，実生活に直面する問題の解決に生かせていない。」

という課題が，各教科で明らかになった。』２）ということの解決を目指すためには，保健体育科一つの教科

だけではなく，他の全ての教科・領域と横断的に基礎力・思考力・実践力の向上に努めなければならない，

と考え，さらにその学習場面においては，生徒自ら主体的に学習する活動が重要であろうと考え，本科では，

本年度の研究副主題を「各教科・領域と連携した生徒の主体的な学習における思考力・実践力の育成」とし

た。



２． 本校の「認知プロセスによる思考力の育成」との本科との関わりについて

早稲田大学教授友添秀則氏の「体育は，運動やスポーツに関わる文化を媒介にして，それを伝え変革し，

創造していく過程で学習者が自らを形成（身体形成・人格形成）していく教科である。広義のスポーツの文

化に働き掛けながら自らを形成していくこと，そのプロセスには，自らの学びを相対化していく知的なプロ

セスは不可欠である」３）という考えに基づくと，「自らの学びを相対化するには，自分自身の学びを分析す

ることが必要」であると考えられる。そこで本校保健体育科では，認知プロセスにおける「分析する」段階

に重きをおいて学習指導を行うこととした。次に，本科における認知プロセス指導計画の一部抜粋したもの

を掲載する。

＜図 認知プロセスの指導計画＞

３． 「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」についての継続的な取組

本校の昨年度の研究課題として，知識・技能をさらに確実なものとして定着することはできているが，実

生活に直面する問題の解決に生かせていない，という課題があげられたことは，先述の通りである。この課

題を解決すべく本科では，本年度も思考力を問う映像問題を作成し，定期テストで出題した。ただし，昨年

度とは違い，解答する生徒自身が「運動を行う者」として解答するのではなく，「運動する者に助言をする

指導者」という立場で解答することとした。これは，「ある運動の適切な行い方を身体で表現することがた

とえ苦手であったとしても，その運動を正しく理解し，運動を行う者の動きを正しく分析することが出来る

のであれば，適切な助言ができるはずであり，指導者的立場として運動に関わることも立派な体育の力であ

る」と考えたためである。

次に，本年度出題した映像問題の一部（画像）とその問題を紙媒体にしたもの，および評価規準の一部を

掲載する。

中学１年生 球技 ベースボール型での指導計画

月 単元および題材名 単元の指導目標 主な学習内容 主な認知プロセス

（１）ウ基本的なバット ○運動の行い方のポイントを推測する。 ２ 理解
操作と走塁での攻撃，ボ ⑤推測
ール操作と定位置での守

球技 備などによって攻防を展
６ 開すること。

ベースボール型
月 ○バット操作やボール操作とボールを持たない時の ２ 理解 ２ 理解

動きを分類し，その運動の行い方のポイントを比較 ③分類 ⑥比較
する。

（２）球技に積極的に取 ○自己やチームの課題を見付けること。 ４ 分析
り組むとともに，フェア ③原因解明
なプレイを守ろうとする

球技 こと，分担した役割を果
７ たそうとすること，作戦

ベースボール型 などについての話合いに
月 参加しようとすることな ○提供された練習方法から，自己やチームの課題に ３ 応用

どや，健康・安全に気を 応じた練習方法を選択し，実践すること。 ①遂行
配ることができるように
する。
（３）球技の成り立ち，
技術の名称や行い方，関
連して高まる体力などを
理解し，課題に応じた運
動の取り組み方を工夫で
きるようにする。



＜本年度出題した映像問題の一部＞

【領域：中学１年生陸上競技短距離走】

クラウチングスタートより出題

映像時間：３分５８秒

＜本年度の映像問題を紙媒体化したもの＞

＜本年度出題した問題に対する評価規準例＞

＜各学年の定期テストで映像問題を解いている様子＞

・向かって右側の生徒がサポート役，左側の生徒が走者役として二人一組となってクラウチングス

タートの練習をしています。この走者役の生徒は，運動経験はありますが，中学校に入学してか

ら初めてクラウチングスタートを学習しました。この走者役の生徒の利き足（前足）は，左足で

す。サポート役の生徒は，スタートブロックの代わりに自分自身の足を走者役の生徒の足に当て

ています。この二人組のクラウチングスタート練習を観て，どのような点に注意しながら練習を

進めると有効な練習となりますか。あなたが指導者の立場となって，サポート役の生徒に対する

アドバイスと走者役の生徒に対するアドバイス，その両方のアドバイスを答えなさい。

＜サポート役の生徒に対するアドバイス＞

・スタートブロックは前足を強く蹴るべきなので，サポート役の生徒は，走者役の生徒の左足に自

分自身の足を当てると良い。

＜走者役の生徒に対するアドバイス＞

・スタートラインに対して，指が平行になるように地面に手を着くと良い。

・「用意」の合図で，スタートラインの真上に肩がくるようにセットすると良い。

・前足を強く蹴り，後ろ足を強く胸に引き付け，腕を強く振ると良い。 等



Ⅳ 教科研究仮説

学習指導要領解説に「体を動かすことが，身体能力を身に付けるとともに，情緒面や知的な発達を促し，

集団的活動や身体表現などを通じてコミュニケーション能力を育成することや，筋道を立てて練習や作戦を

考え，改善の方法などを互いに話し合う活動などを通じて論理的思考力をはぐくむことにも資することを踏

まえ，それぞれの運動が有する特性や魅力に応じて，基礎的な身体能力や知識を身に付け，生涯にわたって

運動に親しむことができるように，発達の段階のまとまりを考慮し，指導内容を整理し体系化を図る」４）と

ある。また，皇學館大学准教授元塚敏彦氏は，「体育の新しい学習指導要領においても，従来からの目標で

あった生涯スポーツの実践者を育成することが示されている。この目標を達成するためには，子どもたちが

運動の基礎技能や知識を獲得するとともに，運動することが楽しいから運動に参加するというような，内発

的動機づけによる心的エネルギーを獲得する必要がある。」５）と述べている。これらのことからすると，本

科での体育的学力の確かな定着を図る授業を考える際には，次の三つの認知が不可欠であると考えられる。

それは，①自己の運動能力や運動技能に対する肯定的認知②自己の努力や練習によって，運動をどの程度コ

ントロールできるかという認知③教師や仲間から受け入れられているという認知，というものである。この

三つの認知の基，教育活動がなされる時にこそ，本校の本年度の研究主題である「体育的学力の確かな定着

を図る体育授業を目指してⅡ」に迫ることが出来るのではないかと考える。

以上のことを踏まえて，本年度は次のような研究仮説を設定し，研究を進めることとした。

Ⅴ 研究仮説に基づく実践例

１． 単元 「球 技」 ＜ゴール型＞ （バスケットボール・中学３年生）

球技＜ゴール型＞では，「ボール操作」と「ボールを持たない時の動き」が重視されている。特にバスケ

ットボールは，攻撃側のボール操作技術がシュートの成功率に大きな影響を与える。また，守備側としては，

守るべきゴール近辺で相手にボールを持たせないようにすることが大切であると考えられる。さらに，バス

ケットボールの競技特性とも言える「攻防の切り替えの速さ」も大切な学習内容だと考えられる。これらの

ことを身に付けさせるためには，思考力・判断力を重視した学習指導を行わなければならないと考える。

２． 単元計画の構造図を改善・更新することについて

国立教育政策研究所教育課程研究センターの研究指定を受けていた平成 21年度及び平成 22年度の本科の
研究の課題は，『「単元計画の構造図」を改善・更新し続けること』であった。本年度もまず単元計画の構

造図を改善・更新することから着手した。単元計画の構造図を改善・更新していくことは，生徒の実態に応

じて指導方法を考える面からもとても大切であると考えられる。また，その単元に入る前に教師が指導内容

の体系化を図る上でも有意義だと考えられる。

次に今年度の球技・ゴール型＜中学３年生バスケットボール＞の単元計画の構造図を掲載する。

【教科研究仮説】

生徒の発達段階に応じ，「主体的な学習」における思考力・実践力の育成に努めることにより，

生涯スポーツを意識した仲間との豊かな関わり合いが生まれ，「課題設定⇒課題追求⇒評価（振返

り）」の一連の学習活動が促される。



【球技（ゴール型）の単元計画の構造図】
① 単元名 中学校第３学年 球技（ゴール型：バスケットボール）

②指導内容の概要 ③ 学習指導要領の内容 ④ 学習指導要領解説の記載内容 ⑤ 授業のポイント

（生徒への発問や声かけの仕方等）

第３学年では， １ (1)勝敗を競う楽しさや喜び 「ボールの操作」とは，ゴールの枠内に安定してシュートを打ったり，味方が操作しやすいパスを送ったり，相手から ・攻撃の際にはノーマークならばシュートを常

作戦に応じた を味わい，作戦に応じた 奪われず次のプレイがしやすいようにボールをキープすること。 に心がけよう。

ボール操作で 技 技能や仲間と連携しゲー ＜例示＞ ・パスは腕の力だけでなく一緒に足を踏み出し

仲間と連携し 能 ムが展開できるようにする。・守備者が守りにくいタイミングでシュートを打つこと。・ゴールの枠内にシュートをコントロールすること。 ながら行うようにしよう。

てゲームが展 ・ゴール型では，安定し ・味方が操作しやすいパスを出すこと。 ・パスはレシーバーのいる位置ではなく、その

開できるよう たボール操作と空間を作り ・守備者とボールとの間に自分の体を入れてボールをキープすること。 レシーバーが動こうとしている空間に出そう。

にする。また， 出す動きによってゴール前 「空間を作り出すなどの動き」とは，攻撃の際は，味方から離れる動きや人のいない場所に移動する動きを示している。 ・空いているスペースに動いてパスをもらお

球技の学習に への侵入などから攻防を展 また，守備の際は，相手の動きに対して，相手をマークして守る動きと所定の空間をカバーして守る動きのことである。 う。

自主的に取り 開すること。 ＜例示＞・ゴール前に広い空間を作りだすために，守備者を引きつけてゴールから離れること。・パスを出した後に次の ・守備の際には，「ボール・自分・ゴール」と

組み，フェア パスを受ける動きをすること。・ボール保持者が進行できる空間を作り出すために，進行方向から離れること。・ゴールと いう位置関係を常に意識しよう。

にプレイを大 ボール保持者を結んだ直線上で守ること。

切にすること， ・ゴール前の空いている場所をカバーすること。

自己の責任を ２ (2)球技に自主的に取り組む ・決められたルールやマナーを単に守るだけではなく，練習やゲームで求められるフェアな行動を通して相手を尊重する ・審判の判定には必ず従い,フェアな態度でプ

果たすことや， とともに，フェアなプレイ などのフェアなプレイを大切にする。 レイしよう。

話合いに貢献 態 を大切にしようとすること，・練習や試合の進行などで，記録や審判，キャプテンなどの仲間と互いに合意した役割に，責任を持って自主的に取り組 ・準備や後片づけ,分担した役割をきちんと果

することなど 度 自己の責任を果たそうとす もうとする。 たし、効率良く活動を進めよう。

に意欲をもち， ること，作戦などについて ・チームの課題の解決に向けて，自己の考えを述べたり，相手の話を聞いたりするなど，チームの話合いに責任を持って ・作戦などの話し合いでは,それぞれの考えを

健康や安全に の話合いに貢献しようとす かかわろうとする。 伝え合うことを大切にしよう。

を確保すると ることなどや，健康・安全 ・健康を維持したり自己や仲間の安全を保持したりする。 ・見学であっても,仲間に助言したり,授業レポ

ともに，運動 を確保することができるよ ートを作成する等して授業に参加しよう。

観察の方法な うにする。 ・互いに気を配り、全員の安全を確保しよう。

どを理解し， ３ (3) 技術の名称や行い方， 〔知識〕 ・体育理論で学習したゴール型球技の楽しさと

対戦相手を踏 体力の高め方，運動観察の ・技術はボール操作とボールを持たない時の動きに大別できること。 は何だったかな？

まえて，自己 知 方法などを理解し，自己の ・ゲームに関連した補助運動や部分練習を取り入れ，繰り返したり，継続して行ったりすることで，結果として体力を高 ・バスケットボールの歴史的経過はどうなって

の課題に応じ 識 課題に応じた運動の取り組 めることができること。 いましたか？

た運動の取組 、 み方を工夫できるようにす ・ゲームの課題に応じて，練習やゲーム中の技能を観察したり分析するには，自己観察や他者観察などの方法があること ・バスケットボールに用いられる技術の名称と

み方を工夫す 思 る。 を理解する。 そのポイントを挙げてみよう。

る。 考 〔思考・判断〕 ・ゲームで皆が楽しめるような適切なグルーピ

・ ・運動の行い方や練習の仕方，活動の仕方，健康・安全の確保の仕方，運動の継続の仕方などのこれまで学習した内容を， ング方法を話し合ってみよう。

判 自己の課題に応じて，学習場面に適用したり，応用したりすること。 ・ゲームで皆が楽しめるような特別ルールを設

断 ＜例示＞ 定してみよう。

・提供された作戦や戦術から自己のチームや相手チームの特徴を踏まえた作戦や戦術を選ぶこと。 ・チームの課題を解決するための練習方法を考

・仲間に対して，技術的な課題や有効な練習方法の選択について指摘すること。 えてみよう。

・作戦等の話合いの場面で，合意を形成するための適切なかかわり方を見付けること。 ・危険な学習場面を思い出し,その解決策を考

・健康や安全を確保するために，体調に応じて適切な練習方法を選ぶこと。 えてみよう。

・球技を継続して楽しむための自己に適切したかかわり方を見付けること。

⑥ 内容の取扱い オ 「Ｅ球技」の( 1 )の運動については，第１学年及び第２学年においては，アからウまでをすべての生徒に履修させること。第３学年においては，アからウまでの中から二を選択して履修できる

ようにすること。また，アについては，バスケットボール，ハンドボール，サッカーの中から，イについては，バレーボール，卓球，テニス，バドミントンの中から，ウについては，ソフトボールを

適宜取り上げることとし，地域や学校の実態に応じて，その他の運動についても履修させることができること。なお，ウの実施に当たり，十分な広さの運動場の確保が難しい場合は指導方法を工夫し

て行うこと。

単元計画

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
評
価 評 価 の 観 点
法

運動の技能（～ができる）

・ゴール方向に守備者がいない位置でシュートすることができる。

主 ・マークされていない味方にパスを出すことができる。

・得点しやすい空間にいる味方にパスを出すことができる。

に ・パスやドリブルなどでボールをキープすることができる。

・ボールとゴールが同時に見える場所に立つことができる。

観 ・パスを受けるために，ゴール前の空いている場所に動くことができる。

・ボールを持っている相手をマークすることができる。

察

に

よ 関心･意欲･態度（～しようとしている）

・ゲームのルールやマナーを守り，フェアにプレイしようとしている。

る ・準備や後片付け、記録や審判など分担した役割に積極的に取り組もうとしている。

・チームの話し合いに積極的に参加しようとしている。

評 ・仲間の学習を援助しようとしている。

・自他の健康や安全に気を配ろうとしている。

価

知識･理解（言ったり書き出したりしている、具体例を挙げている）

主 ・個人やチームの能力に応じた作戦を立て，集団対集団，個人対個人で得失点をめ

に ぐる攻防を展開し，勝敗を競う楽しさや喜びを味わうことのできる運動であるこ

述
さ
れ
た 思考･判断（～している）

物 ・ボール操作やボールを持たないときの動きなどの技術を身につけるための運動の

に 行い方のポイントを見付けている。

よ ・自己やチームの課題を見付けている。

る ・自己やチームの課題に応じた練習方法を選んでいる。

評 ・仲間と協力する場面で，分担した役割に応じた協力の仕方を見付けている。

価 ・練習や試合で、安全に留意した適切な行動を選んでいる。

運 動

分 析

学 習

Ｏ Ｒ
・

試しの
ゲーム

ルーティンドリル（シュート・パス・ドリブルの基本練習）

戦術練習（マンツーマン・
ゾーン）

特別ルールゲーム
タスクゲーム

選択学習
課題解決学習

リーグ戦

学習まとめ

守備者がいない位置でのシュート

フリーの味方へのパス 得点しやすい味方へのパス

パスやドリブルによるボールキープ

ボールとマークマンの見えるポジショニング

人や場所を守ること

ゴール前の攻防

フェアなプレイを守ること

道具の準備や後片付け、分担した役割等を守ろうとすること

仲間の学習を援助する

自他の健闘を称えようとする

話合いに積極的に加しようとする

健康・安全に気を配ること

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
特
性

や
歴
史
が
言
え
る

学習した技能のポイントが言えること

ルールや反則名等が言えること

主審や副審の
審判法につい
て言えること

適切なチーム作り方法が言えること

特別ルールゲーム・タスクゲームで
思考、判断すること

自己やチームの課題を見付け、その解決方法
が言えること

安全上の留意点を他の練習場面や試合場面に当てはめること



３． 実践の本時案

学習活動 教師の働きかけ 指導上の留意点

○ 集合，整列，挨拶をする。

○ 本時の目標を理解する。 ○ 学習目標を理解させる。

レイアップシュート技能をさらに高めるため，運動分析や練習方法を考えよう

○ レイアップシュートの技能ポ ○ ワークシートに文字で書かせること ○「認知プロセス１②起想」

イントを想起する。 で起想させる。 を意識して指導する。

○ レイアップシュートの技能ポ ○ 文字で想起させた技能ポイントをホ ○「認知プロセス２①解釈」

イントを図で理解する。 ワイトボードに図を貼ることで理解 を意識して指導する。

させる。

○ レイアップシュートの技能ポ ○ 師範をゆっくり行い，技能ポイント ○「認知プロセス３①遂行」

イントを師範で理解する。 を理解させる。 を意識して指導する。

○ 動画遅延再生装置とタブレッ ○ 分析には，各自のタブレットＰＣも ○一つの運動動作場面だけ

トＰＣによるレイアップシュ 自由に用いらせる。 を課題としてあげさせ

ート動作分析を行う。 る。

○ 動画分析結果により，自分自 ○ 課題の把握には，レイアップシュー ○「認知プロセス４①原因

身の課題を把握する。 トを３つの運動動作（①ボールミートからステップ 解明」･･･本時のメイン認知プロセス

②助走コースと助走スピード③下手投げと上半身）に分けて

考えさせる。

○ どの運動動作に課題があるの ○ 運動動作にぎこちなさが残る箇所が

かを各自が明示する。 課題のある場面であることを伝え

＜ホワイトボード＞ る。

○ 運動動作別に解決方法を考え ○ 課題解決のための練習方法を明示さ

練習をする。（グループ学習） せる。＜ホワイトボード＞

○ 自分の課題を解決するために ○ レイアップシュート動作の運動動作 ○「認知プロセス５②批評

立てた練習方法が有効であっ 別の基準を示し，練習方法が有効で を意識して指導する。

たかどうかをワークシートに あったかどうかを批評・判断させ

記入する。 る。

○ 整理運動を行う。

○ 集合，整列，次時の学習内容

を知る。

○ 挨拶，後片付けを行う。



４． 実践の結果

先述の実践で二つの結果が得られた。その一つ目は，「主体的な学習における思考力・実践力の育成に努

めることにより，生涯スポーツを意識した仲間との豊かな関わり合いが生まれる」ことについてである。こ

のことに関して授業後に実施したアンケート結果は，次のようになった。

二つ目は，「課題設定⇒課題追求⇒評価（振返り）の一連

の学習活動 」に関してである。今回の授業実践は，「個人で

把握した課題ごとにグループを構成する。そのグループ内で

考え出した課題解決方法を実践する。そして，その課題解決

方法が正しいものであったかどうかを検証する。」という一

連の流れである。この実践では，自グループの課題解決方

法が正しいものであったかどうかを，しっかりと振返ってい

る様子がワークシートから見取ることができた。下にワーク ＜フラフープを置いての課題解決の様子＞

シートの一部を掲載する。

Ｑ１．仲間との学び合い学習にしっかりと参加できたか。

はい…３５人（87.5％） いいえ…１人（2.5％） どちらとも言えない…４人（10％）

Ｑ２．学級全体で一斉に学習したり，個別に学習する時よりも，仲間との学び合い学習の方が，
「課題の原因解明」や「課題解決方法の実戦」に有効であると思いますか。

はい…２４人（60％） いいえ…８人（20％） どちらとも言えない…８人（20％）

Ｑ３．学び合い学習は，「生涯スポーツ」につながるものだと思いますか。

はい…１５人（37.5％） いいえ…１２人（30％） どちらとも言えない…１３人（32.5％）

※仲間との学び合い学習とは，ここでは「課題別グループ学習」のことです。



Ⅵ 仮説の検証

教科研究仮説について，次の点について検証する。

「主体的な学習における思考力・実践力の育成に努

めることにより，仲間との豊かな関わり合いが生まれ

る」ということに関しては，授業後のアンケート結果 ＜タブレット端末を用いた運動分析の様子＞

にあるように，87％以上の生徒が学び合いに積極的に
参加していたと自己評価している。さらに，思考力・実践力を高めるための授業形態として，「一斉授業」

のような授業形態よりも，「学び合い授業」のような授業形態の方が，課題の原因解明や課題解決方法の実

戦に有効であると 60％の生徒が解答している。また，「課題設定⇒課題追求⇒評価（振返り）の一連の学習
活動が促されるかどうか」ということに関しては，授業後に記入させたワークシートに，自グループの課題

解決方法が正しいものであったかどうかを，しっかりと振返っている様子を見取ることができた。これらの

ことを踏まえると，「主体的な学習における思考力・実践力の育成に努めることにより，仲間との豊かな関

わり合いが生まれ，『課題設定⇒課題追求⇒評価（振返り）』の一連の学習活動が促される。」と言うことが

できる。

しかし，「学び合い学習は，生涯スポーツにつながると考えられるか」という点に関しては，生徒のアン

ケート結果では 37.5 ％であり，他の質問項目と比べ低い結果であった。生涯にわたる健康増進と豊かなス
ポーツライフを実現することが保健体育科の最終的な目標であることを踏まえると，生涯スポーツという見

地からも授業を構築していかなければならないと考える。また，今回の授業実践が，発達段階に応じた主体

的学習となっていたかどうかも検証されなければならないと考える。

Ⅶ 成果と課題

本年度の研究を通して次のような成果が得られた。

（１）主体的な学習における思考力・実践力の育成

に努めることにより，仲間との豊かな関わり

合いが生まれ，「課題設定⇒課題追求⇒評価

（振返り）」というの一連の学習活動が促さ

れるということ。

また，課題として次のようなことがあげられる。

（１）発達段階に応じて，主体的な学習が適切に設

定されなければならないということ。

（２）日常の授業が，生涯スポーツという見地から ＜動画遅延再生装置を用いた運動分析の様子＞

設定されなければならいということ。

発達段階に応じ，「主体的な学習」における思考
力・実践力の育成に努めることにより，生涯スポ

ーツを意識した仲間との豊かな関わり合いが生ま
れ，「課題設定⇒課題追求⇒評価（振返り）」の一
連の学習活動が促される。



Ⅷ おわりに

昨年度は，思考・判断を要する場面でＩＣＴ機器を適切に用いて，体育的学力を定着させ（技能・態度・

知識），それを活用させる（思考・判断）授業の構築を目指してきた。その体育的学力を基礎力と捉え，本

年度は，教科・領域を横断しながら基礎力・思考力・実践力の向上を目指してきた。全教科で 21 世紀型学
力の育成を目指す中，保健体育科では，「基礎的な運動能力の向上」や「健康な生活に対する知識と理解」，

「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成」を目指し，授業を構築できるよう研鑚に努めていきたい。

（文責 朝倉 潤）
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21世紀型学力を支える実践的英語力の育成 
～次の学びへの意欲を引き出す教科横断的授業の構築～ 

 

附属函館中学校 福 留 志 織，平 石 暁 史 

 

Ⅰ はじめに 

 

 現行の学習指導要領では①基礎的・基本的な知識・技能の習得，②思考力・判断力・表現力等の育成，③

学習意欲の向上や学習習慣の確立等を改訂の基本としており，特に②思考力・判断力・表現力等の育成にお

いては総合的な学習の時間において，各教科で習得した知識・技能を相互に関連づけながら解決するといっ

た探究的活動の質的な充実を図ることなどにより育成するとしている。１）また，21 世紀型学力を支える思

考力・判断力・表現力の育成に関する学習指導で重視する能力・態度についての方向目標について，国立教

育政策研究所「学校における持続可能な発展のための教育に関する研究」（Education for Sustainable 

Development）」(2012）２) は以下の①批判的に考える力，②未来像を予測して計画を立てる力，③多面的・

総合的に考える力，④コミュニケーションを行う力，⑤他者と協力する態度，⑥つながりを尊重する態度，

⑦進んで参加する態度，の７項目をあげている。昨今，社会経済等のグローバル化などより，日本人として

自覚を持ちながら変化し続ける社会の中で活躍できるグローバル人材の育成への期待が学校現場に対して

日々強まっており 21 世紀型学力の育成が求められている。昨年度，外国語科では生徒の思考力・判断力の

向上及び実践的な英語力の育成にむけて，４技能のうち特にリーディング指導について研究をし，一定の成

果を上げることができた。しかしながら，思考力・判断力の向上には複合的な言語活動等がリフレクティブ

に，また発達段階を考慮しながら繰り返されることが必要不可欠であることが昨年度の研究結果より鮮明に

浮かび上がった。そこで本年度は 21 世紀型学力を兼ね備えたグローバル人材育成にむけて，思考力・判断

力を育成するべく，複合的な言語活動をいかにすれば効果的な一連の学習活動として構築されるかについて

研究を推進していく。また具体的には授業設計の下位概念として，研究部から提案されたブルームのタキソ

ノミー等の資質・能力モデルの分類を援用し，また発達段階も配慮しながら，その効果等を検証していく。

さらに今年度は特に他教科・領域とのかかわりについて明確にしながら研究を進める。 

 

Ⅱ 研究の経過 

 

 本校では，平成25年度に「今，求められている21世紀型学力の育成を目指して～知識・技能を活用する

力を育む学習指導の改善工夫～」という研究主題のもと研究を進め，また実践的英語力を「効果的にコミュ

ニケーションの図ることができる能力」と定義した。それを受け昨年度，外国語科では社会からの実践的英

語力を兼ね備えた人材の育成への要請，また本校生徒の実態も鑑み，『分析的に読む』事の学習活動の充実，

またそのための指導の工夫改善に重きをおいて研究を進めた。実際の取組としては，第一に問題解決の手段

としての英語読解に向けての指導の研究，第二にＣＡＮ－ＤＯリスト等を活用した学習の研究，第三にはICT

機器の効果的活用についての研究を行った。具体的に第一の取組である，「問題解決の手段としての英語読解

に向けての指導の研究」では，読解の際，ただ漫然と英文向かうのではなく，教師によるscaffoldingによ



り，あたえられた英文を分析的に読み込むためのスキルを生徒に内在化させるための活動を進めた。第二の

取組である「ＣＡＮ－ＤＯリストの活用」では，一昨年度の研究課題の一つとして挙げられた妥当性・信頼

性を保証する，評価規準の補完に足りうる事例の検討，その作業の効率化に向けて，また生徒へは有機的な

フィードバックの手段として導入した。第三の取組である「ICT機器の効果的な活用について」は学習課題

の提示・自己評価の集計等について活用した。第一の取組の成果と課題についてであるが，まず成果につい

ては，分析的に英文を読み込むためのスキルを生徒に指導したうえで活動することにより，「どれがキーワー

ド」となるのかという事等について，生徒が素早くスキャニングするための思考力の向上が著しく向上した

ことがあげられる。しかしながら課題として考えられるのは，Reading for learningからReading for 

communicationへの生徒の能力の醸成が図られているかが疑問であるという事である。コミュニケーション

能力については村野井(2006)が Bachman(1990)のモデルをもとに図１に示したように，それらは複合的な構

成要素によって構成されているものとされている。３）このことより「Readingのみ」というような単一的な

アプローチではコミュニケーション能力及びそれに伴う思考力の育成までは十分とは言い難い。第二の取組

である「ＣＡＮ－ＤＯリストの活用」についてはディスクリプタの簡略化等により作業効率の向上が図られ

一定の成果があったものとされた。また生徒への有機的なフィードバックにも一定の効果が見られた。第三

の取組である ICT機器の自己評価等の集計のための導入もそのコスト面において大きなメリットがあった

ものと考える。しかしながら，生徒の持つタブレットコンピューターはインタラクティブな活用によりコミ

ュニ―ケーション能力の向上，思考力・判断力の向上に関わる役割を担っていると考えるため，この実践で

の活用方法について疑問を指摘された。 

 以上のことから「思考力・判断力を育成ための，複合的な言語活動をいかにすれば効果的な一連の学習活

動として構築されるか」，「効果的な ICT機器の活用の仕方」等が昨年度の研究の課題と挙げることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 村野井（2006）第２言語コミュニケーション能力の構成要素モデル 

 

Ⅲ 本年度の研究および教科研究仮説 

 

 本年度，本校は「今，求められている21世紀型の学力の育成を目指して～教科・領域を横断した基礎力・

思考力・実践力の向上～」を研究主題としているのは前述のとおりである。ここで本校生徒の学習状況を見

てみる。過去２年間に実施されたCRT学力検査によると，基礎的知識は比較的定着しており， 2012年の

ＯＥＣＤのＰＩＳＡ調査と類似した傾向が本校生徒に見られる。このことから生徒の潜在的な可能性をより

引き出すには，基礎力をベースとした更なる思考力・実践力の育成が鍵となるものととらえることができよ
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う。 また，本外国語科では，更なる英語学習における思考力・実践力向上のためには，従来の「知識偏重」

型授業からコミュニカティブアプローチに基づいた授業構築について fish bowl modelからopen sea model 

(吉田2003)へと意識変革をする必要があると考える。４）つまり，「テストに出題されるから覚える」という

のではなく，生徒が「英語を使って何をしたいのか考え，その目的に向かって考えながら学ぶ」活動へと授

業を再構築していくことが思考力・実践力の向上，ひいては21世紀型学力を兼ね備えた人材の育成につな

がっていくものと考える。また，このことについては，2012年8月の中央教育審議会の「新たな未来を築

くための大学教育の質的変換に向けて」において指摘された「初等教育・中等教育・高等教育それぞれの発

達段階において有効な知的活動や体験的活動は何かという発想に基づき，それぞれの学校段階のプログラム

を構築するとともに，教育方法の質的転換が求められている。」や，2015年4月文部科学省の次期学習指導

要領の方向性を論議してきた専門家会議の報告書における「教科横断的スキル」，「教科ならではの見方・考

え方」，「教科固有の知識」の３つの視点の重視などの指針についても，今後の外国語科の研究の方向性を示

すものととらえる。以上の事柄を踏まえ，本外国語科では今年度は研究の柱を「複合的な言語活動を効果的

にする授業構築の在り方」，「横断的授業の研究」，またそれに伴い「ICT機器の活用方法の検証」等と定め

研究を進めていく。 

 

 

 

 

 

Ⅳ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 外国語科・国語科における合科授業の取組について 

(1) 国語科との横断的活動の意義  

Jim Cummins (Baker and Hornberger，2001; Cummins，1984)は人間の言語能力を２種類に分けた。１

つを BICS(Basic Interpersonal Communication Skills)，もうひとつを CALP(Cognitive Academic 

Language Proficiency)とした。５）BICS は日常会話に必要な言語能力とし，CALP は思考，議論，推論な

どより知的な作業をする際必要な英語力としている。21 世紀型学力を兼ね備えたグローバル人材が必要

とする英語力とは BICSを基本としたCALPと本外国語科では考えた。しかしながらCALPレベルへの到達

は EFL(English as a Foreign Language)環境では時間がかかるとされている。ここで特筆したいのは，

Cummins が示した CALP のもう一つの特徴である。これを「二重氷山のたとえ」と説明している。(図２) 

図２にあるL1とは第一言語の発音および実際に使っている単語と文法，L2とは第２言語の発音および実

際に使っている単語と文法を表す。波線は海面を示し海面の下には共通言語能力があるとしている。

Cumminsはこの共通言語能力というのは，L1にもL2にも共通している部分であることから，今まで培っ

てきたL1における思考力・実践力は母国語以外の

L2 を使う際でも活かすことができるとしている。

つまり，国語科との横断的活動が，この共通言語

能力を活かすこととなり，思考力・実践力の向上，

そしてCALPレベルへの到達の一助として期待でき

るものと考えた。 

  

教科研究仮説 

認知プロセスに基づいた教科横断的授業構築を工夫することにより，生徒の英語における 

基礎力・思考力・実践力が向上する。 

     

L１日本語                L2英語 

                                

 

        共通言語能力 

図2 2重氷山のたとえ（Cummins） 



(2)  外国語科・国語科の合科授業の具体的内容 

ここでは７月に実施した外国語科・国語科による合科授業の実践についての検証について論じていく。 

指導計画は表１に記す。また指導案は表２に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 指導計画 

 

 

学習活動 教師の働きかけ 指導上の留意点 

＜英語科＞ 

①greeting 

②warm up 

・函館プレコンの入賞者のデモンストレーショ

ンを観る。（２．理解 ⑥比較） 

③自分たちの英作文とどこが違うのか２～３

名に発表させる。（２．理解 ⑥比較） 

 

 

 

 

④論理的に構成されていない英文を分析しな

がら論理的立論方法を学ぶ 

（４．分析 ②整理③原因解明） 

 

 

＜国語科＞ 

⑤母国語の側面から文を論理的に整理してい

く方法を学ぶ 

 

＜英語科＞ 

⑥前時までに作成していた英作文にもどり自

分の文の中で主張したい要素などを付箋で

抽出しグラフィックオーガナイザに張って

整理する。（２．理解 ⑥比較） 

 

①greeting 

② 

・学生たちのプレゼンをモデリングの対象とさ

せる。（２．理解 ⑥比較） 

 

 

 

 

 

 

④論理的に整理されていない文章の例を挙げな

がら「なぜ整理できていないのか」「どうし

たら整理できるのか」などグラフィックオー

ガナイザなどを使い図解しながら説明する。

（４．分析 ②整理③原因解明） 

 

⑤長谷川先生から 

 構成や文章の工夫について 

  聞いてわかりやすい語句を選んでいるか 

 

⑥文の構成要素が妥当な位置に配列されたグラ

フィックオーガナイザであるか確認する 

 

 

 

①緊張感をほぐす 

②③ 

・使われている接続詞および文の構成など

を比較させ意識させる 

 

 

 

 

 

 

④理解しやすいようしゅ視覚的な工夫を

し，焦点化させる。 

④接続詞等の効果的な活用の仕方につい

てもふれる。 

 

 

⑤英語と日本語との立論の方法を比較さ

せ共通点等を認識させる。 

⑤論理的立論の仕方を視覚的に理解させ

る。 

⑥接続詞等も効果的に活用させ，論理的な

プレゼン原稿に作りかえらせる。 

⑥言語の共通性を理解させる。 

 

外国語科 国語科  

学習内容 指導内容(教育目標) 学習内容 指導内容(教育目標) 時間 

文化比較に関する

教科書本文を理解

する 

既習事項を想起しながら文の内容を

解釈する   (外国語①) 

身の周りの興味ある事

柄について本文等を参

考にしながら作文をす

る 

プレゼンテーション原稿作り          

(国語①) 
１ 

身の周りの興味あ

る事柄について本

文等を参考にしな

がら英作文をする 

既習事項を応用しながら身近な事柄

について英作文をさせる 

(外国語②) 

改善したプレゼンテー

ションをお互い見合い，

お互いのプレゼンテー

ションについて考える 

グループごとに検証しより良いプレ

ゼンについて考える 

(国語②) 
１ 

論理的な文の構成

の仕方を理解し，次

自分の英作文を整

理する 

論理的な立論の方法を自分の英作文

に当てはめて整理すると同時になぜ

わかりにくくなっているのかなどグ

ラフックオーガナイザを用い原因を

理解させる      (外国語③) 

論理的な文の構造の理

解を深める 

論理的な文の構造や構成の仕方を理

解を深めさせ，またなぜわかりにく

くなるかなどの原因について考えさ

せる (国語③) 

本時１ 

英語でプレゼンテ

ーションを行う 

既習事項想起しながらプレゼンテー

ションを実践する 

(外国語④) 

論理的な構成になって

いるか確認しながらプ

レゼンテーションを行

う 

論理的立論がなされているか確認さ

せる     (国語④) 
１ 

 

本時の学習目標 

わかりやすい論理的な文とはどのような構造になっているかを英語・国語の両側面から

理解しよう  



 

⑦英作文をプレゼンテーション原稿に修正し

発表をする 

（３．応用 ②実践） 

 

⑧本時の活動を通して学んだ事について自分

の考えをまとめる。 

 

 

 

 

⑨前出の「整理されてない文」を論理的に整理

した英語プレゼンテーションのデモンスト

レーションを観てモデリングの対象とする。

（２．理解 ⑥比較） 

 

⑦適切な語句が伝われているか確認する 

（４．分析 ②整理③原因解明） 

 

 

⑧論理的構造になっているか確認 

（４．分析 ②整理③原因解明） 

 

 

 

 

⑨なぜわかりやすいのか分析させながら聞かせ

る。（４．分析 ②整理③原因解明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨本日学習したことにどんなことをプラ

スしていけばデモンストレーションのよ

うなわかりやすい原稿ができるのかを宿

題として考えさせる。 

 

 

 

具体的な授業内容は，国語科で先行し取り組んでいたプレゼンテーションの原稿作成，発表という手

続き的知識を外国語科において応用していくというものである。その際，英語におけるプレゼンテーシ

ョンの手続き的知識と国語科のそれとは全く同一ではないことから，生徒はその違いや共通点を比較分

析しながら，他の言語を通してもう一つの言語を見つめなおすという活動をする事となる。また，自分

の原稿をモニターしそれから得られた情報からよりわかりやすい原稿に再構築するという活動を行う。 

 

(2)  国語科との横断的活動による思考力・実践力育成への効果とその実際 

生徒のスピーチ原稿の作成の過程でエラー分析をしたところ，生徒の半数強が，テスト問題(いわゆる

ドリル形式の問題)で正答できるであろう難易度のプレゼンテーション用自由作文について主語・目的語

の省略・脱落，母国の語順に対する影響によってつまずいているのが判明した。実際の授業においては

母国語と比較しながら言いたいことはいっぺんに 1文にまとめない，４・５文型はなるべく使わず２・

３文型の文にし，なるべく簡素化させる，難解な日本語表現を理解しやすい日本語表現に直してから英

訳する，などの指導した。このことは生徒達が普段直感で行っている母語の運用に対する多様な思考へ

の気づきを促したものと考える。生徒たちは聞き手に理解しやすいプレゼンテーション原稿を作成する

べく聞き手に即した表現を選出しながら，英訳し各々の原稿を校正していった。これは大津(2009)の「こ

とばへの気づき」６）であり，言葉・文の産出や，理解などの言語運用際に，通常，無意識に使われてい

る内部言語の性質(構造と機能)に対する気づきとされるものと考えられる。したがって，英語の学習の

中で国語(母語)との違い類似性への気づきを促すことは思考力の向上につながるものと考える。 

次回の学習内容 

資料などを加えより説得力のあるプレゼンテーション原稿を作って発表しよう 

表２ 指導案 

 



 

 

表３は生徒のスピーチ原稿について『言語の比較』についての指導を行う前と後のエラー分析の結果で

あるが，「主語・目的語の省略・脱落」，「母国の語順に対する影響」，「事実と心情描写の混在」の点につ

いて改善が見られ，Ｔ検定を行ったところ 0.01 水準で有意な差であることがわかった。このことは外国

語と国語を比較し，各教科で得てきた固有の知識に改めて気づかせるという学習活動が共通言語能力を活

性化し生徒の思考力・実践力の向上の一要因となっている可能性が高い事を示したものと考える。 

 

２．認知プロセスの枠組みによる検証からの授業構築 

 (1)  Revised Bloom’s Taxonomy (RBT)を用いた単元教育目標の整理 

石井(2004)によると授業やカリキュラムの創造において教育目標は授業活動を設計する指針として，そ

して実践の成果を評価する基準として機能するとしている。７）さらに RBTは教育目標を明確化しその機能

的価値を高めるとしている。また教育目標はその単元で扱われる教科内容(知識次元)と，認知的処理(認知

過程次元)の両面から叙述されなくてはならないとしている。今回の実践では国語科と連携した中で生徒に

対して自分の興味に応じたスピーチ原稿を書くという自由度の高い拡張された反応を求める課題を提示し

たこととなる。よって生徒は，それまで保持してきた知識や認知過程をもとに複合的かつ総合的に活用す

ることを求められることから，指導者は実践を進める際，より教育目標を自己の中で明確化させることが

求められる。また国語科と連携することで単元内の教育目標が複雑化し，ややもするとプレゼンテーショ

ンをすること自体が目標にいつの間にか変わってしまう事もありうる。よって教育目標を明確化しその機

能的価値を高めるために今回の実践の一連の流れを，実践前と実践途中にタキソノミーテーブルにより類

型化し活用することにした。本実践の計画段階で実際に類型化したものを表４に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  教育目標の類型化と授業構築・カリキュラム見直しへのＲＢＴの活用 

類型化することにより，教科横断的活動の中でも目標，授業活動，評価課題のすべてが同じセルにあ

る連合性が強い活動がどれかみてとれる。（二重線で囲ったセル）このことは教科が違っても共通のフォー

マットでの授業設計を可能にすることを示している。教科間で互いの活動の連合性を認識することは，今

Paired Samples Test

-3.28 1.65 .26 -3.82 -2.75 -12.396 38 .000指導前 - 指導後Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

知識次元 認知過程次元 

記憶する 理解する 応用する 分析する 評価する 創造する 

事実的知識  外国語①     

概念的知識     国語②  

手続き的知識   外国語② 

国語① 

外国語③ 

国語③ 

  

メタ認知的知識    外国語③ 

国語③ 

外国語④ 

国語④ 

 

表４ タキソノミー・テーブルによる外国語科・国語科スピーチの単元分析 

表３ 



後思考力・実践力向上のための教科横断的実践を進めていく上で，また思考力･実践力を高めるための複合

的な学習活動の成否を見極める上で必要不可欠である。また類型化による分析を経た授業方法，評価方法

の蓄積が高度な包括的な実践につながっていくものと考える。Anderson(2002)８）ではこのような目標の類

型化により実践結果を検討し，目標，授業，評価の一過性（「連合性（alignment）」を吟味することの重要

性を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBT によるタキソノミー・テーブルを活用することで学習過程の心理構造に着目することができる。原

稿作成過程でのエラー分析をこのタキソノミー・テ－ブルに重ね合わせることにより生徒がどの認知プロ

セスの段階でどのようなエラーをするのか分析することができ，次の授業構築のためのデータを集積する

ことができる。表４をもとに生徒の内的過程に着目し，授業設計･カリキュラム修正のため実践中盤でエラ

ー分析を重ねてみた。このことについては表５に示す。 

「外国語②」の活動では母国語の影響が英作文に強く出る生徒が半数以上存在していることが見て取れ

る。これらの生徒のほとんどがテスト問題(いわゆるドリル形式の問題)で正答できるであろう難易度のプ

レゼンテーション用自由作文において「主語・目的語の省略・脱落」などの「母国語の語順に対する影響」

によってつまずいているのである。生徒の論理的思考力を高めるためには，思考プロセスの「応用」から

「分析」の橋渡しとして，この実践の場合は特に母国語と英語の比較等でその類似点・相違点への「気づ」

の認識をもたせるよう授業構築する際工夫しなければならないということがわかる。またその活動を有機

的に導入するには「手続き的知識」を「応用」する活動の前という発達段階であるということもこのタキ

ソノミー・テーブルから分析することができる。また生徒の英文に『事実』に関する記述と『心情描写』

に関する記述の混在が見られたことからグラフィックオーガナイザ―を活用し生徒自身に『論理的文章構

築のための分析』をさせることとした。例えばこのグラフィックオーガナイザ―の活用等についても，本

実践では英語の側面から外国語②の活動で導入したが，連合性の強い国語①での導入によっても思考力･

実践力向上への効果が期待できる。このように RBTによるタキソノミー・テーブルを活用し学習過程の心

理構造に着目することで，生徒の認知過程に応じた授業設計の方針を探ることが可能となること，また今

後多くの場面で求められるであろう教科横断的活動の授業構築の際，各活動の有機的な連結のための指針

を得るための効果的な分析可能であることが判明した。 

  

知識次元 認知過程次元 

記憶する 理解する 応用する 分析する 評価する 創造する 

事実的知識  外国語①     

概念的知識     国語①  

手続き的知識   外国語② 

国語① 

外国語③ 

国語③ 

  

メタ認知的知識    外国語③ 

国語③ 

外国語④ 

国語④ 

 

  

主語の省略・脱落54％ 

目的語の省略・脱落４７％ 

語順の母国語からの影響６８％ 

原稿内の事実部分と心情

描写の混在７８％ 

表５ エラー分析をこのタキソノミー・テ－ブルに重ね合わせたもの 



 

 

 （３）ＩＣＴの活用について 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) ICTの活用について 

本実践において ICTの活用の工夫として，タブレットＰＣにフリーのパワーポイント資料作成用アプ

リをダウンロードし，プレゼンテーションの際利用することができた。しかしながら，思考力･実践力を

培うためのタブレットＰＣというツールは，個人での英文作成のための作業の過程を他の生徒，教師と

共有化し，よりインタラクティブな活動を支える役割こそがもっともその存在価値を生かすものと考え

る。そして，個人の思考プロセスに対してタブレットＰＣによるインタラクティブな共同学習が学習意

欲の面でどう影響をもたらすかなど検証する必要がある。しかしながら，今回は実証研究を本論文に示

すまでに至らなかった。このことについては今後引き続き研究を推進していきたい。 

 

 

Ⅴ 仮説の検証 

  

今回の実践分析により，教科特有の見方考え方への気づきを促しながら，教科横断的スキルをオーセンテ

ィックな場面設定の中での学習活動は生徒の実践力・思考力の潜在能力を引き出す可能性が高いことが分か

った。本実践ではスピーチ原稿の分析作成等が主たる活動であった。特にその中で母国語のフィルターを通

して英語を見つめ改めて学習に向かうことにより， その過程においては今まで保持してきた知識また認知過

程を元にした思考力･実践力の深まりを見ることができた。またこのような「高次の認知過程」での学習活動

に対する授業構築および評価方法についても，学習活動が教科横断型で複合的であればあるほどタキソノミ

ー・テーブルによる類型化等の分析が重要であり，類型化による分析を経た授業方法，評価方法の蓄積が高

度な包括的な実践につながっていくものであろうという事が判明した。 

  

図３ 生徒が実際に作成したグラフィックオーガナイザー 

 

図4 タブレットＰＣパワーポイントアプリ活用の様子 

 
 



Ⅵ 成果と課題 

  

本実践を経て，教科横断的な活動が生徒の思考力・実践力の深まりを促し，またそのような複合的な活動

を含む授業を効果的に構築していくにはタキソノミー・テーブルによる類型化等の分析が有効であることが

判明した。しかしながら，類型化による授業分析を全ての単元に対して行うことは必要なことではあるもの

の，日常的に行うことは現実的に難しいという側面は学校現場では実際問題否めない。今後はさらに実践を

進め，教科間の連合性についてのデータを集積し，その合理的な且つ実用的な評価方法も含めた実践方法に

ついての探求を深めていきたい。 

 

Ⅶ おわりに 

  

本実践のような教科横断的スキルをオーセンティックな場面設定で活用するという学習の中で生徒たちは

常に「英語を使って何をしたいのか考え，その目的に向かって考えながら学ぶ」ということを求められた。

一見高度で複雑で難しい活動のようだが，英語が得意な生徒ばかりでなく，英語への苦手意識から普段なる

べく気配を消しているような生徒にも「次はどんな準備をしようかな…」などと考えを巡らせている姿が見

られた。その姿はまさにその各々の生徒のレベルでメタ認知的知識生かし創造しようとしている姿なのでは

ないかと感じた。この内発的な学習への新しい芽をいかに伸ばしていくかについて引き続き研究を進めてい

きたいと思う。 

                                                                   （文責 福 留 志 織） 
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